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（１） 水田作 

井村 辰二郎 株式会社金沢大地 代表 

國分 牧衛 国立大学法人東北大学 名誉教授 

小平 均 農林水産省東海農政局 次長 

後藤 寿 農林水産省関東農政局生産部生産振興課 課長 

小山 豊 公益財団法人日本植物調節剤研究協会 技術顧問 

佐藤 夏人 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 

平澤 正 国立大学法人東京農工大学 名誉教授 

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 

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 

栗原 眞 農林水産省生産局農業環境対策課 農業環境情報分析官 

小平 均 農林水産省東海農政局 次長 

後藤 寿 関東農政局生産部生産振興課 課長 

田中 勇 有限会社ホクユウファーム 代表取締役 

谷  睦枝 農林水産省生産局 地域対策官 

土居下 充洋 農林水産省政策統括官付地域作物課 課長補佐 

新田 洋司 国立大学法人茨城大学農学部 教授 

古川 嗣彦 元新農業機械実用化促進株式会社 業務部長 

松永 亮一 株式会社クボタアグリソリューション推進部 技術顧問 

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 

 

（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 

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 

木内 岳志 農林水産省北陸農政局 次長 

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 農林水産省大臣官房国際部国際政策課 国際情報分析官  

兼 生産局農産部 技術普及課付 

宍戸 良洋 元国立大学法人山形大学 客員教授 

島地 英夫 東京都農林水産総合研究センター 指導研究員 

島田 和彦 農林水産省消費・安全局 植物防疫課課長 

新福 秀秋 有限会社新福青果 代表取締役社長 

中田 大介 農林水産省関東農政局生産部 部長 



橋本 泰治 農林水産省生産局園芸作物課 課長補佐 

福盛田 共義 農林水産省消費・安全局植物防疫課 農産安全情報分析官 

三宅 泰正 株式会社クレオ 代表 

望月 龍也 東京都農林水産総合研究センター 所長 

本図 竹司 茨城県農業総合センター園芸研究所 首席研究員 

  

（４） 果樹 

木内 岳志 農林水産省北陸農政局 次長 

菊地 秀喜 宮城県農業・園芸総合研究所 所長 

弦間 洋 国立大学法人筑波大学 名誉教授 

坂田 尚史 農林水産省消費・安全局植物防疫課 課長補佐 

高辻 豊二 日本園芸農業協同組合連合会 技術主管 

高野 卓郎 紅果園 代表 

田尻 加代子 農林水産省生産局園芸作物課 生産専門官 

宮嶋 恭宏 農林水産省生産局園芸作物課 課長補佐 

安岡 澄人 農林水産省大臣官房付 研究調整官 

 

（５） 畜産・酪農 

伊佐 雅裕 独立行政法人農畜産業振興機構 総括調整役 

犬飼 史郎 農林水産省生産局畜産振興課畜産技術室 室長 

井上 善行 農林水産省生産局飼料課 課長補佐 

今崎 裕一 農林水産省生産局畜産振興課 課長補佐 

大竹 匡巳 農林水産省生産局牛乳乳製品課 畜産専門官 

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情報企画部 

 テクニカルアドバイザー 

北川 泰義 農林水産省大臣官房政策課技術政策室 課長補佐 

木下 祐一 農林水産省消費・安全局動物衛生課 課長補佐 

近藤 康二 公益社団法人中央畜産会 常務理事 

櫻井 宣育 常陽醗酵農法牧場株式会社 代表取締役 

強谷 雅彦 農林水産省中国四国農政局 次長 

太鼓矢 修一 農林水産省生産局飼料課 飼料専門官 

高橋 博人 農林水産省生産局畜産振興課 畜産生産情報分析官 

濱岡 隆文 一般財団法人生物科学安全研究所 理事長 

松本 光人 公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会 専務理事 

宮田 透 農林水産省生産局畜産振興課 課長補佐 

和田 剛 農林水産省生産局飼料課 課長補佐 



 

（６） 林業・木材産業 

井口 真輝 農林水産省林野庁木材産業課木材製品技術室 室長 

石田 祐ニ 一般財団法人日本森林林業振興会 参事 

遠藤 日雄 特定非営利活動法人活木活木森ネットワーク 理事長 

大倉 弘二 農林水産省林野庁木材産業課木材製品技術室 課長補佐 

重永 英年 農林水産省林野庁研究指導課 首席研究企画官 

中塚 仁司 農林水産省林野庁研究指導課 課長補佐 

服部 浩治 農林水産省林野庁木材産業課木材製品技術室 課長補佐 

森高 英夫 株式会社安井建築設計事務所 執行役員 

 

（７） 水産業 

伊佐 広己 農林水産省水産庁栽培養殖課 課長 

板倉 茂 農林水産省水産庁増殖推進部 参事官 

大河内 裕之 農林水産省水産庁栽培養殖課 養殖国際専門官 

早乙女 浩一 農林水産省仙台漁業調整事務所 所長 

坂本 清一 農林水産省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 

高柳 和史  三洋テクノマリン株式会社 業務執行役員  

松尾 斉 鹿児島県東町漁業協同組合総務部指導共済課 課長 

 


