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先導プロジェクト 

評議委員一覧（課題採択） 

１ 畜産・酪農 

課題１ 国産和牛肉の新たな差別化のための評価指標及び育種手法の開発 

委員長 須山 哲男 （公財）神津牧場長 
委員 板橋 久雄 東京農工大学名誉教授 
委員 菅谷 公平  農林水産省生産局畜産部畜産振興課 課長補佐 

課題２ 和牛肥育期間の大幅な短縮技術の開発 

委員長 引地 和明  （一社）全日本配合飼料価格畜産安定基金 
常務理事  

委員 古川 力 東京農業大学 教授 
委員 菅谷 公平  農林水産省生産局畜産部畜産振興課 課長補佐 

課題３ ＩＣＴを活用した周年親子放牧による肉用子牛生産の省力化・低コス
ト化技術の開発 

委員長 須山 哲男 （公財）神津牧場長 
委員 山名 伸樹  鳥取大学名誉教授 
委員 俵積田 守 農林水産省生産局畜産部飼料課 課長補佐 

課題４ 乳用牛の健全性向上のための泌乳平準化技術の開発 

委員長 引地 和明  （一社）全日本配合飼料価格畜産安定基金 
常務理事  

委員 古川 力 東京農業大学 教授 
委員 山名 伸樹  鳥取大学名誉教授 
委員 松本 隆志 農林水産省生産局畜産部畜産振興課 課長補佐 

課題５ 搾乳ロボット及びセンシング技術の活用による個体情報高度活用シス
テムの開発 

委員長 引地 和明  （一社）全日本配合飼料価格畜産安定基金 
常務理事  

委員 古川 力 東京農業大学 教授 
委員 山名 伸樹  鳥取大学名誉教授 
委員 松本 隆志 農林水産省生産局畜産部畜産振興課 課長補佐 
委員 服部 良多 農林水産省生産局畜産部畜産振興課 係長 
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課題６ ＩＣＴ、ロボット技術等を活用した牧草生産の省力的技術体系の確立 
 
委員長  須山 哲男 （公財）神津牧場長 
委員  山名 伸樹  鳥取大学名誉教授 
委員  俵積田 守  農林水産省生産局畜産部飼料課 課長補佐 
 
課題７ 輸入豚肉と明確な差別化が可能な国産豚肉系統の開発 
 
委員長  引地 和明  （一社）全日本配合飼料価格畜産安定基金 

常務理事  
委員  古川 力 東京農業大学 教授 
委員  今崎 裕一  農林水産省生産局畜産部畜産振興課 課長補佐 
 
 
２ 園芸 
 
課題１ 果実生産の大幅な省力化に向けた作業用ロボット及び新樹形の開発 
 
委員長  森永 邦久  岡山大学大学院 教授 
委員  平井 成興  千葉工業大学未来ロボット技術研究センター 

副所長 
委員  米森 敬三  龍谷大学農学部教授 
委員  田尻 加代子 農林水産省生産局園芸作物課 生産専門官 
 
課題２ 野菜生産の労働ピーク軽減化技術の開発 
 
委員長  森永 邦久  岡山大学大学院 教授 
委員  望月 龍也  東京都農林総合研究センター所長 
委員  平井 成興  千葉工業大学未来ロボット技術研究センター 

副所長 
委員  宇井 伸一  農林水産省生産局園芸作物課 課長補佐 
 
課題３ 国産果実の需要拡大に向けた新形質果実の開発 
 
委員長  森永 邦久  岡山大学大学院 教授 
委員  米森 敬三  龍谷大学農学部教授 
委員  望月 龍也  東京都農林総合研究センター所長 
委員  田尻 加代子 農林水産省生産局園芸作物課 生産専門官 
 
課題４ 輸出の大幅な低コスト化に向けた鮮度保持技術の等の開発 
 
委員長  森永 邦久  岡山大学大学院 教授 
委員  米森 敬三  龍谷大学農学部教授 
委員  望月 龍也  東京都農林総合研究センター所長 
委員  宇井 伸一  農林水産省生産局園芸作物課 課長補佐 
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課題５ 諸外国の輸入規制に対応した防除技術及び収穫後処理技術の開発 
 
委員長  森永 邦久  岡山大学大学院 教授 
委員  米森 敬三  龍谷大学農学部教授 
委員  望月 龍也  東京都農林総合研究センター所長 
委員  阿部 清文  農林水産省消費・安全局植物防疫課 

 生産安全専門官 
 
課題６ 海外市場の飛躍的拡大を目指す茶製品の生産技術の開発 
 
委員長  森永 邦久  岡山大学大学院 教授 
委員  平井 成興  千葉工業大学未来ロボット技術研究センター 

副所長 
委員  望月 龍也  東京都農林総合研究センター所長 
委員  田尻 加代子 農林水産省生産局園芸作物課 生産専門官 

 
３ 水田作 
 
課題１ 米の市場開拓に向けた新形質系統・革新的加工技術の開発 
 
委員長  木村 俊範  北海道大学 名誉教授 
委員  池田 良一  元作物研究所 
委員  坂田 尚史  農林水産省政策統括官穀物課 課長補佐 
 
課題２ 業務用米等の生産コスト低減に向けた超多収系統の開発 
 
委員長  木村 俊範  北海道大学 名誉教授 
委員  池田 良一  元作物研究所 
委員  松永 亮一  株式会社クボタ 
委員  坂田 尚史  農林水産省政策統括官穀物課 課長補佐 
委員  松下 直史  農林水産省政策統括官穀物課 
 
課題３ 水田管理の軽労・省力化を実現する畦畔除草ロボット開発の加速化 
 
委員長  木村 俊範  北海道大学 名誉教授 
委員  池田 良一  元作物研究所 
委員  村田 公夫  群馬県農業機械化協会 顧問 
委員  坂田 尚史  農林水産省政策統括官穀物課 課長補佐 
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４ 畑作 
 
課題１ ジャガイモシロシストセンチュウ等難防除病害虫の根絶に向けた研究

開発 
 
委員長  小巻 克己   福島県農業総合センター所長 
委員  岩堀 英晶   龍谷大学農学部 教授 
委員  氏原 和人   元東北農業研究センター所長 
委員  美保 雄一郎  農林水産省政策統括官地域作物課 課長補佐 
委員  金子 宜正  農林水産省政策統括官地域作物課 課長補佐 
委員  小宮 英稔   農林水産省消費・安全局植物防疫課 

 課長補佐 
 
課題２ かんしょ直播栽培の慣行農法化に向けた研究開発 
 
委員長  小巻 克己  福島県農業総合センター所長 
委員  行本 修   前農研機構理事 
委員  美保 雄一郎  農林水産省政策統括官地域作物課 課長補佐 
 
課題３ さとうきび運搬用ロボットの開発  
 
 （応募なし） 
 
課題４ 気象災害に対応するさとうきび複合耐性系統の開発 
 
委員長  小巻 克己   福島県農業総合センター所長 
委員  岩堀 英晶   龍谷大学農学部 教授 
委員  氏原 和人   元東北農業研究センター所長 
委員  金子 宜正  農林水産省政策統括官地域作物課 課長補佐 
 
５ 水産 
 
課題１ 魚介類の成長等に係る横断的な育種体系の確立及び潤沢に調達できる

新たな飼料原料の開拓  
 
委員長  飯田 貴次   岡部株式会社 顧問 
委員  香川 浩彦   宮崎大学 農学部長 
委員  飯泉 仁    （一社）漁業情報サービスセンター 嘱託 
委員  今冶 和人  水産庁研究指導課 課長補佐   
委員  大河内 裕之  水産庁栽培養殖課 養殖国際専門官 
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６ 林野 
 
課題１ 大径材丸太の木材性質から建築部材の強度を予測する技術の開発 
 
委員長  立花 敏  筑波大学生命環境系 准教授 
委員  森田 一行   全国木材組合連合会 常務理事 
委員  今富 裕樹   東京農業大学地域環境科学部 教授  
委員  堀 靖人    林野庁森林整備部研究指導課首席研究企画官  
委員  益田 健太   林野庁森林整備部研究指導課 課長補佐 

 
課題２ ＩＣＴ技術やロボット技術を活用した高度木材生産機械の開発 

 

同上 

 

課題３ 造林作業の省力化技術の開発 

 

同上 

 

 

 

 

 


