
「革新的技術開発・緊急展開事業（うち地域戦略プロジェクト）」評議委員 

（五十音順、書類審査のみの委員も含む） 

平成２８年３月３１日現在 

 

（１）水田作  

小平 均     東海農政局 次長 

小山 豊     公益財団法人日本植物調節剤研究協会   技術顧問       

後藤 寿     関東農政局生産部生産振興課 課長 

榊  浩行    農林水産省大臣官房政策課技術政策室 技術政策情報分析官 

坂田 尚史    農林水産省政策統括官付穀物課 課長補佐  

釋  一郎    元愛知県農業総合試験場 

髙橋 能彦    国立大学法人新潟大学農学部附属フィールド科学教育センター 教授 

轟木 良則    農林水産省政策統括官付穀物課 課長補佐 

長野間 宏    元全国農業協同組合連合会 

平澤 正     国立大学法人東京農工大学大学院農学研究院 教授 

松下 直史    農林水産省政策統括官付穀物課 課長補佐  

村松 直     農林水産省大臣官房政策課技術政策室 技術企画専門官 

                       

 

（２）畑作・地域作物 

足立 教好    農林水産省生産局地域対策官付 生産専門官 

伊藤 一幸    国立大学法人神戸大学大学院農学研究科 非常勤講師 

井上 俊樹    農林水産省生産局地域対策官付 課長補佐 

岡  三徳    国立大学法人愛媛大学農学部 教授 

金子 宜正    農林水産省政策統括官付地域作物課 課長補佐 

木幡 勝則    東京都農林総合研究センター 副参事研究員 

今野 聡     農林水産省政策統括官付地域作物課 課長補佐 

古川 嗣彦    元新農業機械実用化促進株式会社 業務部長 

新田 恒雄    ホクレン農業協同組合連合会農業総合研究所 特任技監 

松尾 元     東北農政局 次長 

美保 雄一郎   農林水産省政策統括官付地域作物課 課長補佐 

村松 直     農林水産省大臣官房政策課技術政策室 技術企画専門官 

矢治 幸夫    公立大学法人秋田県立大学フィールド教育研究センター 教授 

 

                       

（３）野菜・花き 

井川 義孝    農林水産省生産局園芸作物課 青果物生産流通消費情報分析官    

小田 雅行    植物生産研究所 所長 

唐沢 武     農林水産省生産局園芸作物課 課長補佐 

川城 英夫    全国農業協同組合連合会事業企画課 主席技術主幹 



小宮 元晃    農林水産省大臣官房政策課技術政策室 課長補佐 

近藤 秀樹    近畿農政局 次長 

宍戸 良洋    国立大学法人山形大学農学部 客員教授 

島地 英夫    東京都農林総合研究センター 指導研究員 

清水 治弥    農林水産省生産局園芸作物課 課長補佐 

福田  英明    独立行政法人農畜産業振興機構 総括調整役 

本図 竹司    茨城県農業総合センター生物工学研究所 所長 

門馬 信二    元福島県農業総合センター 所長 

吉岡 宏     日本政策金融公庫農林水産事業本部 テクニカルアドバイザー 

 

 

（４）果樹           

阿部 尚人    農林水産省生産局園芸作物課 課長補佐 

春日井 健司   農林水産省消費・安全局植物防疫課 課長補佐 

木内 岳志     北陸農政局 次長 

菊地 秀喜    宮城県農業・園芸総合研究所 副所長 

弦間  洋    国立大学法人筑波大学 名誉教授 

小宮 英稔    農林水産省消費・安全局植物防疫課 課長補佐 

小宮 元晃    農林水産省大臣官房政策課技術政策室 課長補佐 

島田 和彦    農林水産省消費・安全局植物防疫課 課長 

新本 英二     関東農政局生産部 部長 

壽松木 章    国立大学法人岩手大学 名誉教授 

田尻 加代子   農林水産省生産局園芸作物課 生産専門官 

冨永 茂人    国立大学法人鹿児島大学かごしまＣＯＣセンター特任教授 

安岡 澄人    農林水産省大臣官房付 研究調整官 

 

                        

（５）畜産             

井上 善行    農林水産省生産局畜産部飼料課 課長補佐 

片桐 薫     九州農政局生産部 部長 

金井 幸雄    国立大学法人筑波大学 名誉教授  

加茂 幹男    日本政策金融公庫農林水産事業本部 テクニカルアドバイザー 

菊池 淳志    農林水産省生産局畜産部畜産振興課畜産技術室 室長 

近藤 康二    公益社団法人中央畜産会 常務理事 

強谷 雅彦    中国四国農政局 次長 

太鼓矢 修一   農林水産省生産局畜産部畜産振興課 課長補佐 

髙橋 博人    農林水産省生産局畜産部畜産振興課 畜産生産情報分析官 

田熊 秀行    九州農政局企画調整室 室長 

俵積田 守       農林水産省生産局畜産部飼料課 飼料専門官 

寺田 文典    明治飼糧株式会社研究開発部 顧問 



濵岡 隆文    一般財団法人生物科学安全研究所 専務理事 

宮田 透     農林水産省生産局畜産部畜産振興課 課長補佐 

矢野 秀雄     国立大学法人京都大学 名誉教授                      

 

 

（６）林業・鳥獣害              

角張 徹     農林水産省生産局技術普及課 課長補佐 

川浪 亜紀子   林野庁研究指導課技術開発推進室 室長 

喜多 正人    農林水産省農村振興局農村政策部農村環境課 課長補佐 

篠田 亨     関東農政局生産部生産技術環境課 課長 

丹下 健     東京大学大学院農学生命科学研究科長・農学部長 教授 

中塚 仁司    林野庁研究指導課 課長補佐 

中村 松三    一般社団法人日本森林技術協会九州事務所 主任研究員 

西  純一郎   林野庁整備課 課長補佐 

室山 泰之    東洋大学経営学部マーケティング学科 教授   

 

 

（７）水産業              

伊佐 広己    水産庁栽培養殖課 課長 

板倉 茂     水産庁増殖推進部 参事官 

早乙女 浩一   水産庁仙台漁業調整事務所 所長 

坂本 清一    水産庁研究指導課海洋技術室 室長 

高浜 彰     全国漁業協同組合連合会浜再生推進部 部長 

時村 宗春    公益財団法人海外漁業協力財団 技術顧問 

 

      

                         

 


