
イノベーション創出強化研究推進事業評議委員（R3公募）
外部委員一覧

氏名 所属機関

相野　公孝 吉備国際大学

阿江　教治
①ヤンマー株式会社
②龍谷大学　食と農の総合研究所

青江　誠一郎 大妻女子大学

青木　宣明 島根大学

秋山　敏男 公社農林水産・食品産業技術振興協会

浅川 晋
国立大学法人東海国立大学機構
名古屋大学

芦田 久 近畿大学

阿部　一博
①大阪府立大学
②帝塚山学院大学

阿部 宏喜
東京大学
シーフード生化学研究所

阿部 芳久 九州大学

網田　健次郎 網田技術士事務所

荒川　良 高知大学

荒木　陽一 高崎健康福祉大学

有江 力 東京農工大学

有馬　誠一
①愛媛大学
②愛媛大学

飯田　文子 日本女子大学



飯田 訓久 京都大学

家藤　治幸
①広島大学
②愛媛大学

池田　正浩 宮崎大学

池原 譲 産業技術総合研究所

池袋 一典 東京農工大学

石神 昭人 東京都健康長寿医療センター研究所

石川 勝美 高知大学

石田　典子 （国研）水産研究・教育機構　中央水産研究所

石田　三佳 （国研）農業・食品産業技術総合研究機構

石橋 英二 全国農業協同組合連合会　岡山県本部

五十鈴川 寛司 山形県立農林大学校

磯貝 惠美子 東北大学

礒田　昭弘 千葉大学

磯野　邦夫 東北大学

五十部　誠一郎 日本大学生産

市戸　万丈 元(独)畜産草地研究所 研究管理監

伊藤 一幸 神戸大学

伊藤　哲 宮崎大学



伊藤　博通 神戸大学

伊藤 房雄 東北大学

稲垣 仁根 宮崎大学

稲葉　睦 北海道大学

犬伏 和之 千葉大学

井上　直人 信州大学

井上 浩行
（独）国立高等専門学校機構
津山工業高等専門学校

井上　眞理
①九州大学
②（国研）国際農林水産業研究センター

井上　喜洋 （公社）日本水産資源保護協会

今井 敬 酪農学園大学

今井 裕 京都大学

今石　浩正
①神戸大学大学院農学研究科
②神戸大学バイオシグナル総合研究センター

入江　正和 （独）家畜改良センター

入来　規雄 （国研）農業・食品産業技術総合研究機構

岩倉 洋一郎 東京理科大学

岩崎　和雄
元（独）農業・食品産業技術総合研究機構
近畿中国四国農業研究センター研究管理監

岩堀 英晶 龍谷大学

位田　晴久 宮崎大学



上田　光宏 大阪府立大学

上野 敬一郎 鹿児島県農業開発総合センター

牛島 俊和 （国研）国立がん研究センター研究所

梅田　幹雄 ヤンマーアグリ株式会社

梅津　憲治
①OATアグリオ株式会社
②吉備国際大学

宇山　浩 大阪大学

浦島　匡 帯広畜産大学

海野　知紀 東京家政学院大学

江面　浩
①筑波大学
②つくば機能植物イノベーション研究センター

永西 修 （国研）農業・食品産業技術総合研究機構

遠藤　正造
元（独）農業環境技術研究所
環境化学分析センター長

大井　徹 石川県立大学

大泉　徹 福井県立大学

大賀　祥治 九州大学

大木 理
元大阪府立大学大学院生命環境科学研究科
教授

大河内　武夫 三井化学アグロ株式会社　農業化学研究所

大島　一里 佐賀大学

大杉　立 （公財）農村更正協会



太田　博巳 近畿大学

大滝　義博 株式会社バイオフロンティアパートナーズ

大槻　公一 鳥取大学

大原　誠資 川村学園女子大学

大山 卓爾 東京農業大学

岡野　哲郎 信州大学

小川　茂男 （国研）農業・食品産業技術総合研究機構本部

小川 宣子 中部大学

小川 晴子 帯広畜産大学

荻原　保成 横浜市立大学木原生物学研究所

荻原  勲 東京農工大学（学術・研究担当）

奥野　員敏 元筑波大学生命環境系　教授

奥山　武彦 元山形大学農学部食料生命環境学科　教授

小澤 壯行 日本獣医生命科学大学

押田 敏雄 麻布大学

尾島 孝男 北海道大学

小関　良宏 東京農工大学

小名　俊博 九州大学



貝　健三 共立製薬株式会社つくば工場品質管理課

我有　満
元九州沖縄農業研究センター
資源作物生産プロジェクトリーダー

加賀爪 優 京都大学

梶川　浩太郎 東京工業大学工学院電子電気系

柏崎　直巳 麻布大学

片倉　喜範 九州大学

片山　秀策
元(独)農業・食品産業技術総合研究機構 本部
バイオマス研究統括監

家戸　敬太郎 近畿大学水産研究所

加藤 和雄 元東北大学大学院・農学研究科・動物生理科学分野　教授

門田　育生 （一社）日本植物防疫協会

上遠野　冨士夫 法政大学生命科学部植物医科学センター

門脇　秀策 鹿児島大学

金沢　和樹 神戸大学

金山 公三 京都大学

金子　周平 元福岡県森林林業技術センター　研究部長

加茂　幹男 日本政策金融公庫農林水産事業本部

栢下　淳 県立広島大学

河合 正人 北海道大学



川崎　建次郎 元(独)農業生物資源研究所　研究主幹

川﨑　努 近畿大学

川島 知之 宮崎大学

河地　利彦 京都大学

河鰭　実之
東京大学大学院農学生命科学研究科
附属生態調和農学機構

川満　芳信 琉球大学

河原崎　達雄 東海大学

菅野　善明 南九州大学環境園芸学部環境園芸学科 植物病理学研究室

木口 実 日本大学生物資源科学部

木曽 良信 NPO法人近畿バイオインダストリー振興会議

北本　勝ひこ 日本薬科大学薬学部

木村　郁夫 鹿児島大学  産学・地域共創センター

木村　俊範 北海道大学

木村　義彰 地方独立行政法人北海道立総合研究機構

釘宮 章光 広島市立大学

朽津　和幸 東京理科大学

久林　高市 諫早市役所

久保　健雄 東京大学



熊澤　茂則 静岡県立大学食品栄養科学部

久米　新一 京都大学大学院農学研究科

倉貫 幸一 元静岡県植物防疫協会　専務理事・事務局長

黒田　慶子 神戸大学

黒田 浩一 京都大学

黒田　秧
元(独)農業・食品産業技術総合研究機構
作物研究所所長

桑田　茂 明治大学農学部

桑田　博 （公社）全国豊かな海づくり推進協会

弦間　洋 筑波大学

小泉　望 大阪府立大学大学院生命環境科学研究科

侯 德興 国立大学法人鹿児島大学

河野 英一 日本大学

河野　哲 兵庫県植物防疫協会

五箇　公一 （国研）国立環境研究所

古賀 信也 国立大学法人　九州大学

国立 卓生 （国研）農業・食品産業技術総合研究機構

腰岡　政二
① (公財)日本植物調節剤研究協会
② (一財)日本花普及センター

越川 兼行 元岐阜県農業技術センター　所長



後藤　純一 高知大学

後藤　晋
東京大学大学院農学生命科学研究科
附属演習林教育研究センター

小西　良子 東京農業大学

小宮山　美弘 テクノ・サイエンスローカル事務所

小山　豊 （公財）日本植物調節剤研究協会

近藤　孔明 丸紅株式会 中部支社

近藤　宏哉 三重県農業研究所

三枝　正彦 東北大学

酒井　和彦 埼玉県農業技術研究センター

酒井　徹朗 京都大学大学院

酒井　俊典 三重大学

酒井　正博 国立大学法人 宮崎大学

坂口 実 北里大学

酒本 秀一 元オリエンタル酵母工業株式会社

佐々木 卓治 東京農業大学

笹脇　彰徳 長野県果樹試験場

佐藤　明
元東京農業大学地域環境科学部
森林総合科学科教授

佐藤 英明 東北大学



佐藤　衆介 八ヶ岳中央農業実践大学校

佐藤　孝 秋田県立大学

佐藤 毅 (地独)北海道立総合研究機構道南農業試験場

佐藤 禎稔 帯広畜産大学

佐藤 豊三 新潟食料農業大学

佐藤　展之 静岡県立農林環境専門職大学

鮫島 正浩 信州大学

澤田　好史 近畿大学

澤村　宣志 （一社）日本農業機械化協会

志賀　徹 宇都宮大学

宍戸　良洋 元明治大学　特任教授

篠原　温 千葉大学

渋谷 俊夫 大阪府立大学

嶋田 透 学習院大学

島田　浩章 東京理科大学

島田　昌之 広島大学

島森　剛 （独）家畜改良センター

清水 孝彦 国立長寿医療研究センター



下村 克己 福岡県農林業総合試験場

正田　守幸 沖縄県農林水産部

白岩 立彦 京都大学大学院農学研究科

白武 勝裕 国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学

陣川　雅樹 （国研）森林研究・整備機構　森林総合研究所

菅沼　俊彦 鹿児島大学

杉本 久美子 東京医科歯科大学

杉本　愼一 元日本水産株式会社バイオ生産研究所 所長

杉山　純一 （一社）米ゲル技術研究所

鈴木　信弘 岡山大学

鈴木 祥広 宮崎大学

須田　義人 宮城大学

關　哲夫 （一社）全国水産技術者協会

関本　均 宇都宮大学

妹尾　啓史 東京大学

園元　謙二 九州大学大学院

高市 益行 （一社）　日本施設園芸協会

都木　靖彰 北海道大学大学院水産科学研究院



高品　善 山形県農業総合研究センター園芸農業研究所

高橋 明義 北里大学

高橋　計介 東北大学

高橋　幸資 東京農工大学

高橋　純一 京都産業大学

髙橋　秀之
元（公社）農林水産・食品産業技術振興協会
主任調査役

高畠 幸司 国立大学法人琉球大学

髙屋　武彦 （公社）農林水産・食品産業技術振興協会

多賀谷　英幸 山形大学

武内 恒成 愛知医科大学

竹内 祐子 京都大学

竹倉　憲弘 （国研） 農業・食品産業技術総合研究機構

竹中　繁織 九州工業大学

武政　正明
元（公社）農林水産・食品産業技術振興協会
専務理事

田島 誉士 酪農学園大学

田代　暢哉 （一社）プラントヘルスケア研究所

多々良　明夫 静岡県立農林環境専門職大学

田中 敏弘 鹿児島県経済農業協同組合連合会



谷　茂 （国研）農業・食品産業技術総合研究機構

谷口　幸三 国立大学法人広島大学

谷口　正之 新潟青陵大学

谷坂　隆俊 吉備国際大学

田野　信博
元石川県立大学生物資源環境学部環境科学科
教授

田畑　哲之 （公財）かずさDNA研究所

田丸 浩 三重大学

千田　有一 信州大学

對馬　誠也 東京農業大学

辻本　壽 国立大学法人 鳥取大学

津田 和久 京都府農林水産技術センター

鉄村　琢哉 宮崎大学

寺内 良平 京都大学

寺尾 純二 甲南女子大学

寺岡　徹 東京農工大学

寺岡 行雄 国立大学法人鹿児島大学

寺島 一男 （国研）農業・食品産業技術総合研究機構

寺田 竜太 鹿児島大学



東海　正 東京海洋大学

時本 景亮 （一社）日本きのこセンター

徳田 博美 国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学

冨永　茂人 鹿児島大学

冨永 達 京都大学

豊川　勝生 林業機械化協会

豊田　剛己 東京農工大学

豊水　正昭 東北大学

内藤 通孝 椙山女学園大学

長岡 功 順天堂大学

仲下 英雄 公立大学法人福井県立大学

中野 和弘 新潟大学

中野 俊樹 東北大学

中牟田　潔 国立大学法人千葉大学

夏原 由博 国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学

西尾　剛 東北大学

西岡　孝明 京都大学

西津 貴久 国立大学法人東海国立大学機構 岐阜大学



新田　恒雄 元ホクレン農業協同組合連合会　技監

二宮 正士 東京大学

根本 久 保全生物的防除研究事務所

根本　博 （国研）農業・食品産業技術総合研究機構

野田　隆志 （一社）日本植物防疫協会

袴田　勝弘
元(独)農業食品産業技術総合研究機構野菜茶業研究所　茶業
研究官

橋本　博之 築野食品工業(株)

蓮沼 良一 昭和学院短期大学

長谷川 信美 宮崎大学

長谷川 美典
元（独）農業・食品産業技術総合研究機構
理事

畠山　英子 東北福祉大学教育学部

濱田　奈保子 東京海洋大学学術研究院

林　清 東洋大学

林　利哉 名城大学

林　久喜 筑波大学

林　英明 大信産業株式会社

林　真紀夫 （国研）農業・食品産業技術総合研究機構

原 博 藤女子大学



原　誠 株式会社クニエ

東野 正 岩手県木材産業協同組合

平井 一男 NPO法人自然環境観察会

平井　正志 京都府立大学

平舘　俊太郎 九州大学

平藤　雅之
東京大学大学院農学生命科学研究科
附属生態調和農学機構

福島 道広 帯広畜産大学

福田 滿 武庫川女子大学

藤井 義晴 東京農工大学

藤田 清貴 鹿児島大学

藤村　真 東洋大学

富士原　和宏 東京大学

藤原　俊六郎 技術士事務所Office FUJIWARA

舩津 保浩 酪農学園大学

古川　一 大阪府立大学

古澤　修一 広島大学

古庄　雅彦 福岡県農業生産資材協会

古屋　廣光 秋田県立大学



豊後 貴嗣 広島大学

別所 英男 （公社） 大日本農会

星　岳彦 近畿大学

保科 次雄 三重県農業研究所

細見 彰洋 （公財）東洋食品研究所

保地　眞一 信州大学

米谷 民雄 静岡県立大学

松英　恵吾 宇都宮大学

松尾　喜義
元（国研）農業・食品産業技術総合研究機構
野菜茶業研究所業務第2科長

松﨑　正敏 国立大学法人弘前大学

松原　孝博 愛媛大学南予水産研究センター

松本 光晴 協同乳業株式会社

松山 倫也 九州大学

真子　正史 元 東京農業大学農学部　教授

眞鍋　昇 大阪国際大学

丸　幸弘 株式会社リバネス

丸尾　達 （公財）園芸植物育種研究所

丸山　清明 元(独)農業・食品産業技術総合研究機構　理事



萬田 富治 （一財）生物科学安全研究所

三上　哲夫 元北海道大学大学院農学研究院　教授

水田　泰徳 兵庫県立農林水産技術総合センター

水野　雅史 神戸大学

道下 公浩
有限会社道下広長農場
ファームサポーターズ株式会社

皆川　望
元(独)農業・食品産業技術総合研究機構
九州沖縄農業研究センター地域基盤研究部長

宮井　俊一 元(一社)日本植物防疫協会　技術顧問

三宅 英雄 三重大学

宮崎 多惠子 三重大学

宮崎　丈史 特定非営利活動法人野菜と文化のフォーラム

三好 扶 岩手大学

三輪　理 （国研）水産研究・教育機構 水産技術研究所

三輪 章志 石川県農林総合研究センター農業試験場

向本　雅郁 大阪府立大学

村井　耕二 福井県立大学

村井 勝 学校法人八紘学園・北海道農業専門学校

村中　俊哉 大阪大学

村山 達朗 株式会社浜田あけぼの水産



室山 泰之 東洋大学

望月　龍也 （公財）東京都農林水産振興財団

森　利樹 （一社）種子繁殖型イチゴ研究会

森永　邦久 元岡山大学大学院環境生命科学研究科　教授

森永 康 元日本大学生物資源科学部食品生命学科教授

門間　敏幸
東京農業大学
東北地域農林水産・食品ハイテク研究会

八木 行雄 合同会社ハードヘルス

薬師堂　謙一 （国研）農業・食品産業技術総合研究機構

矢治　幸夫 （一社）日本農業機械化協会

矢島 正晴 元中部大学応用生物学部　教授

矢田　俊彦 関西電力医学研究所 統合生理学研究部

矢野　秀雄 京都大学

山内 健治 （独）家畜改良センター岩手牧場

山岸　順子 元東京大学大学院農学生命科学研究科　教授

山城 秀昭 新潟大学

山中　正博 （一社）九州病害虫防除推進協議会

山根 久代 京都大学

山本　朱美 国立大学法人東海国立大学機構 岐阜大学



山本　達之 島根大学

山本　万里 （国研）農業・食品産業技術総合研究機構

行本　修
元（国研）農業・食品産業技術総合研究機構
農業技術革新工学研究センター

横井　修司 大阪府立大学

横内　圀生
元（国研）農業・食品産業技術総合研究機構
理事

横田 信三 国立大学法人宇都宮大学

横山　伸也 元公立鳥取環境大学環境学部　教授

吉岡　宏 吉岡技術士事務所

吉賀　豊司 佐賀大学

吉田　達士 京都府立医科大学

吉田　弘美 神戸学院大学

吉田 康徳 秋田県立大学

吉留 浩 宮崎県総合農業試験場

吉水 守 北海道大学

米田　幸雄 金沢大学

米森　敬三 龍谷エクステンションセンター(REC)

米山　弘一 愛媛大学

若林　毅 富士通株式会社



渡部 淳 （国研）農業・食品産業技術総合研究機構

渡邉 大 京都大学

渡辺 紀之 亀田製菓株式会社

渡辺　正夫 東北大学

渡邊 雄一郎 東京大学

渡邊　良朗 東京大学大気海洋研究所



行政委員一覧

部局 課室 班

大臣官房 政策課環境政策室 地球温暖化対策班

大臣官房 政策課技術政策室 推進班

大臣官房国際部 国際地域課 企画班

消費・安全局 植物防疫課国際室 輸出検疫班

消費・安全局 植物防疫課防疫対策室 国内防除第１班

消費・安全局 植物防疫課防疫対策室 国内防除第２班

消費・安全局 食品安全政策課食品安全科学室 研究推進班

消費・安全局 畜水産安全管理課 飼料安全基準班 

消費・安全局 畜水産安全管理課 生産安全班 

消費・安全局 畜水産安全管理課 薬事安全企画班

消費・安全局 動物衛生課家畜防疫対策室 防疫企画班

消費・安全局 動物衛生課家畜防疫対策室 防疫業務班

消費・安全局 農産安全管理課 生産安全班

消費・安全局 農産安全管理課 肥料企画班

消費・安全局 農産安全管理課農薬対策室 -

食料産業局 バイオマス循環資源課 バイオマス事業推進班

食料産業局 バイオマス循環資源課 技術班

食料産業局 バイオマス循環資源課再生可能エネルギー室 再生可能エネルギー導入推進班

食料産業局 バイオマス循環資源課食品産業環境対策室 食品ロス削減・リサイクル班

食料産業局 海外市場開拓・食文化課 企画T

食料産業局 海外市場開拓・食文化課 調査官T

食料産業局 海外市場開拓・食文化課GFP室 -

食料産業局 産業連携課 新事業創出班

食料産業局 食品製造課 食品第１班

食料産業局 食品製造課基準認証室 国際班

食料産業局 食品流通課 企画調査班

食料産業局 知的財産課種苗室 種苗企画班

食料産業局 輸出先国規制対策課戦略室 国内円滑化対応チーム

生産局 園芸作物課 園芸生産第２班

生産局 園芸作物課 需給調整第２班



生産局 園芸作物課園芸流通加工対策室 園芸消費促進班

生産局 園芸作物課園芸流通加工対策室 園芸流通加工第１班

生産局 園芸作物課園芸流通加工対策室 園芸流通加工第２班

生産局 園芸作物課園芸流通加工対策室 輸出促進班

生産局 園芸作物課花き産業・施設園芸振興室 花き振興第１班

生産局 園芸作物課花き産業・施設園芸振興室 施設園芸対策班

生産局 技術普及課 新技術担当班

生産局 技術普及課生産資材対策室 機械安全対策班

生産局 地域対策官室 -

生産局 地域対策官室 地域作物第２班

生産局 地域対策官室 地域作物第３班

生産局 地域対策官室 茶業復興推進班

生産局 農業環境対策課 資源循環推進班

生産局 農業環境対策課 土壌改良推進班

生産局 農業環境対策課 有機農業推進班

生産局畜産部 牛乳乳製品課 乳業班

生産局畜産部 飼料課 企画班

生産局畜産部 飼料課 飼料生産計画班

生産局畜産部 飼料課 畜産情報分析官

生産局畜産部 食肉鶏卵課 食肉流通班

生産局畜産部 食肉鶏卵課食肉需給対策室 鶏卵食鳥班

生産局畜産部 畜産振興課 環境保全班

生産局畜産部 畜産振興課家畜遺伝資源管理保護室 家畜遺伝資源保護推進班

生産局畜産部 畜産振興課畜産技術室 家畜改良推進班

生産局畜産部 畜産振興課畜産技術室 技術第１班

生産局畜産部 畜産振興課畜産技術室 技術第２班

生産局畜産部 畜産振興課畜産技術室 個体識別システム活用班

生産局畜産部 畜産振興課畜産技術室 中小家畜振興推進班

政策統括官 穀物課 稲生産班

政策統括官 穀物課 企画班

政策統括官 穀物課 新用途米穀推進班

政策統括官 穀物課 豆類班

政策統括官 穀物課 麦生産班



政策統括官 穀物課米麦流通加工対策室 消費流通第１班

政策統括官 地域作物課 加工第２班

政策統括官 地域作物課 加工第２班

政策統括官 地域作物課 地域作物第４班

政策統括官 農産企画課 米穀需給班

政策統括官 農産企画課 米穀輸出企画班

農村振興局整備部 水資源課 水資源企画班

農村振興局整備部 設計課 設計審査班

農村振興局整備部 設計課施工企画調整室 設計基準班

農村振興局整備部 防災課防災・減災対策室 防災情報班

農村振興局農村政策部 地域振興課中山間地域・日本型直接支払室 直接支払業務班

農村振興局農村政策部 鳥獣対策・農村環境課鳥獣対策室 鳥獣被害対策技術普及班

農村振興局農村政策部 都市農村交流課 高齢者対策班

技術会議事務局 研究企画課技術安全室 技術安全企画評価班

林野庁国有林野部 業務課 森林整備班

林野庁森林整備部 計画課 全国森林計画班

林野庁森林整備部 研究指導課 研究班

林野庁森林整備部 研究指導課技術開発推進室 技術開発班

林野庁森林整備部 研究指導課技術開発推進室 技術指導班

林野庁森林整備部 研究指導課森林保護対策室 保護指導班

林野庁森林整備部 森林利用課 森林吸収源企画班

林野庁森林整備部 整備課造林間伐対策室 造林資材班

林野庁林政部 経営課特用林産対策室 特用林産企画班

林野庁林政部 経営課特用林産対策室 特用林産指導班

林野庁林政部 木材産業課 流通班

林野庁林政部 木材産業課木材製品技術室 木材技術班

林野庁林政部 木材産業課木材製品技術室 木材製品調査班

林野庁林政部 木材利用課 木質バイオマス推進班

水産庁漁港漁場整備部 整備課 設計班

水産庁漁政部 加工流通課 加工振興班

水産庁漁政部 加工流通課 企画調査班

水産庁漁政部 加工流通課水産物貿易対策室 貿易第３班

水産庁漁政部 加工流通課水産物貿易対策室 水産流通班



水産庁増殖推進部 研究指導課 参事官G

水産庁増殖推進部 研究指導課 参事官G

水産庁増殖推進部 研究指導課海洋技術室 生産技術班

水産庁増殖推進部 研究指導課海洋技術室 先端技術班

水産庁増殖推進部 栽培養殖課 養殖企画班

水産庁増殖推進部 栽培養殖課 養殖成長産業化推進班

水産庁増殖推進部 栽培養殖課内水面漁業振興室 内水面指導班
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