
「スマート農業技術の開発・実証プロジェクト」及び「スマート農業加速化実証プロ

ジェクト」課題審査委員（50 音順） 

【外部委員】 

審査委員名 所属機関名 役職 

浅川 晋 名古屋大学大学院生命農学研究科 教授 

麻生 久 東北大学大学院農学研究科 教授 

荒木 陽一 荒木技術士事務所 所長 

有馬 誠一 愛媛大学大学院農学研究科 教授 

池田 彰弘 愛知県農業総合試験場 部長 

居在家 義昭 （株）日産合成工業学術開発部 技術顧問 

石川 勝美 高知大学 名誉教授 

石榑 康彦 (株)丸富精工生産部開発課 次長 

石田 元彦 石川県立大学 客員教授 

石田 豊 (株)四国総合研究所化学バイオ技術部 部長 

礒田 昭弘 千葉大学大学院園芸学研究科 教授 

板村 裕之 島根大学 名誉教授  

市戸 万丈 元 （一社）日本草地畜産種子協会 主幹 

伊東 繁 沖縄工業高等専門学校 研究員 

稲垣 仁根 宮崎大学農学部 教授 

稲津 脩 JA しんしのつ営農部 技術アドバイザー 

井上 英二 九州大学大学院農学研究院 教授 

井上 直人 信州大学大学院統合工学研究科 教授 

入江 正和 独立行政法人家畜改良センター 理事長 

氏原 和人 元 東北農業研究センター 所長 

打田 宏 東京大学大学院農学生命科学研究科 農学共同研究員 

内山 知二 NPO 法人 DGC 基礎研究所 代表理事 



梅田 幹雄 ヤンマーアグリ株式会社開発統括部 顧問 

梅津 憲治 OAT アグリオ株式会社 顧問 

浦川 修司 山形大学農学部 教授 

江面 浩 筑波大学生命環境系 教授 

大下 誠一 東京大学大学院農学生命科学研究科 特任教授 

大杉 立 東京農業大学総合研究所 客員教授 

大野 清春 元 神戸大学 教授 

岡崎 桂一 新潟大学農学部 教授 

小川 奎 （公財）日本植物調節剤研究協会 顧問 

奥山 武彦 山形大学農学部 教授 

小澤 壯行 日本獣医生命科学大学応用生命科学部 教授 

小野 祐幸 元 （一社）日本果樹種苗協会 事務局長 

甲斐 諭 中村学園大学 学長 

加賀爪 優 京都大学学術情報メディアセンター 名誉教授 

梶原 真二 広島県立総合技術研究所農業技術センター 部長 

片山 秀策 元 農研機構本部 バイオマス研究統括監 

金光 幹雄 新農業機械実用化促進株式会社業務部 技術主管 

金山 喜則 東北大学大学院農学研究科 教授 

川島 知之 宮崎大学農学部 教授 

川信 修治 南九州大学環境園芸学部 教授 

木村 義彰 北海道立総合研究機構農業研究本部  研究主幹 

金 天海 岩手大学理工学部 准教授 

倉井 耕一 元 関東甲信クボタ北関東 ASL 課 担当部長 

黒木 信一郎 神戸大学大学院農学研究科 助教 

黒田 栄喜 岩手大学農学部 教授 



桑田 主税 千葉県農林総合研究センター 主席研究員 

弦間 洋 筑波大学 名誉教授 

越川 兼行 JA 全農岐阜営農販売支援部 技術主管 

後藤 正和 三重大学 名誉教授 

小林 一樹 信州大学学術研究院(工学系) 准教授 

小林 恭 （公社）農林水産・食品産業技術振興協会 専門協力員 

小林 一 放送大学学園鳥取学習センター 所長 

小巻 克巳 東北地域農林水産・食品ハイテク研究会 産学連携支援コーディネーター 

小山 豊 （公財）日本植物調節剤研究協会 技術顧問 

近藤 逸人 東京海洋大学学術研究院 教授 

近藤 宏哉 三重県農業研究所 主幹研究員 

三枝 正彦 宮城大学食産業学部 客員教授 

齊藤 保典 信州大学学術研究院(工学系) 教授 

酒井 徹朗 京都大学大学院情報学研究科 名誉教授 

坂上 信忠 神奈川県畜産技術センター 主任研究員 

佐瀬 勘紀 日本大学生物資源科学部 教授 

佐竹 隆顕 筑波大学生命環境系 名誉教授 

佐藤 毅 北海道立総合研究機構道南農業試験場 研究部長 

佐藤 禎稔 帯広畜産大学環境農学研究部門 教授 

佐藤 展之 静岡県立農林大学校教務課 主任 

佐藤 雅紀 長崎総合科学大学総合情報学部 准教授 

鮫島 良次 北海道大学大学院農学研究院 教授 

澤村 宣志 （一社）日本農業機械化協会 業務部長 

志賀 徹 宇都宮大学農学部 名誉教授 

宍戸 良洋 元 山形大学 客員教授 



篠原 温 千葉大学 名誉教授 

柴田 正貴 （公社）畜産技術協会 副会長 

渋谷 俊夫 大阪府立大学大学院生命環境科学研究科 准教授 

庄司 則章 山形県立農林大学校 准教授 

正田 守幸 沖縄県農林水産部農林水産総務課 研究企画監 

神保 信幸 全国農業改良普及職員協議会  事務局長 

杉浦 英博 愛知県東三河農林水産事務所 課長 

壽松木 章 岩手大学平泉文化研究センター 客員教授 

角田 毅 山形大学農学部 教授 

高田 良三 新潟大学農学部 教授 

高屋 武彦 （公社）農林水産・食品産業技術振興協会 専門 PO 

武政 正明 元 農研機構畜産草地研究所  理事 

田代 暢哉 佐賀県上場営農センター研究部 主査 

田中 宗浩 佐賀大学農学部 教授 

谷口 幸三 広島大学 名誉教授 

谷坂 隆俊 吉備国際大学農学部 学部長 

田野 信博 元 石川県立大学生物資源環境学部 教授 

田淵 俊人 玉川大学農学部 教授 

田谷 省三 九州バイオリサーチネット 産学連携支援コーディネーター 

樗木 直也 鹿児島大学農学部 准教授 

千田 有一 信州大学工学部 教授 

對馬 誠也 東京農業大学生命科学部 教授 

津谷 好人 宇都宮大学 名誉教授 

寺田 文典 東北大学大学院農学研究科 教授 

徳田 博美 三重大学大学院生物資源学研究科 教授 



冨永 茂人 鹿児島大学産学・地域共創センター 特任教授 

長岡 求 (株)フラワーオークションジャパン花の広報室 取締役 

中辻 敏朗 北海道立総合研究機構農業研究本部  研究主幹 

中村 薫 宮崎県総合農業試験場 部長 

西浦 芳史 大阪府立大学大学院生命環境科学研究科 准教授 

西尾 剛 元 東北大学大学院農学研究科 教授 

新田 恒雄 元 ホクレン農業協同組合連合会 特任技監 

新田 洋司 福島大学食農学類 教授 

二宮 正士 東京大学大学院農学生命科学研究科 特任教授 

根本 久 保全生物的防除研究事務所 代表 

野口 良造 筑波大学大学院生命環境科学研究科 准教授 

野々宮 弘明 千葉興業銀行コンサルタント支援室 業務推進役 

袴田 勝弘 元 農研機構野菜茶業研究所 茶業研究官 

長谷川 和久 石川県立大学いしかわ大学連携インキュベータ 名誉教授 

長谷川 信美 宮崎大学 名誉教授 

林 久喜 筑波大学生命環境系 教授 

坂西 研二 鹿児島大学農学部 客員教授 

平井 正志 京都府立大学 名誉教授 

深井 誠一 香川大学農学部 学部長 

福井 博一 岐阜大学本部 理事・副学長 

福元 將志 (公社)農林水産・食品産業技術振興協会 専門協力員 

古川 一 大阪府立大学大学院生命環境科学研究科 講師 

星 岳彦 近畿大学生物理工学部 教授 

保科 次雄 三重県農業研究所 特別顧問 

細井 文樹 東京大学大学院農学生命科学研究科 准教授 



松江 勇次 九州大学グローバル・イノベーションセンター 連携研究員 

松﨑 正敏 弘前大学農学生命科学部 教授 

松古 浩樹 岐阜県農業技術センター 主任専門研究員 

真子 正史 元 東京農業大学農学部 教授 

丸山 清明 元 東京農業大学 客員教授 

水田 泰徳 兵庫県立農林水産技術総合センター 主席研究員 

光岡 宗司 九州大学大学院農学研究院 助教 

宮井 俊一 (一社)日本植物防疫協会 技術顧問 

宮崎 丈史 特定 NPO 法人野菜と文化のフォーラム  

宮崎 秀雄 佐賀県茶業試験場 副場長 

宮田 裕次 長崎県農林技術開発センター 主任研究員 

宮原 佳彦 農業食料工学会事務局 事務局長 

三好 扶 岩手大学理工学部 准教授 

村田 和優 富山県農林水産総合技術センター 副主幹研究員 

望月 龍也 （公財）東京都農林総合研究センター 所長 

森 利樹 三重県農業研究所 生産技術研究室長 

森永 邦久 岡山大学大学院環境生命科学研究科 特命教授 

森本 秀樹 兵庫県篠山市農都創造部 農都創造政策官 

門馬 信二 元 福島県農業総合センター 所長 

八木 行雄 帝京科学大学生命環境学部 教授 

矢治 幸夫 秋田県立大学生物資源科学部 客員教授 

矢島 正晴 元 中部大学応用生物学部 教授 

安田 孝美 名古屋大学大学院情報学研究科 教授 

矢内 純太 京都府立大学大学院生命環境科学研究科 教授 

山岸 順子 東京大学大学院農学生命科学研究科 教授 



山田 良雄 横浜農業協同組合営農経済部 技術顧問 

山本 朱美 岐阜大学応用生物科学部  教授 

行本 修 新農業機械実用化促進株式会社 業務部長 

湯澤 正明 栃木県農業大学校教務部 教授 

與語 靖洋 （公財）日本植物調節剤研究協会 技術顧問 

横内 圀生 元 農研機構 理事 

吉岡 宏 吉岡技術士事務所 代表 

吉田 宣夫 （一社）日本草地畜産種子協会 飼料稲アドバイザー 

吉田 康徳 秋田県立大学生物資源科学部 教授 

吉留 浩 宮崎県総合農業試験場 課長 

吉村 康弘 北海道立総合研究機構農業研究本部 企画課長 

米森 敬三 龍谷大学農学部 教授 

 

【行政委員】 

局 課・室 

大臣官房 技術政策室 

生産局 園芸作物課 

地域対策官付 

技術普及課 

畜産振興課 

飼料課 

農村振興局 地域振興課 

鳥獣対策・農村環境課 

設計課 

水資源課 

農地資源課 

地域整備課 

政策統括官 穀物課 

地域作物課 

 


