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農林水産省国立研究開発法人審議会第８回農業部会 

出席者名簿 

 

 

 

【委  員】 

青山 浩子   農業ジャーナリスト 

◎齋藤  修   千葉大学 名誉教授  

○吉田  薫   東京大学大学院農学生命科学研究科 准教授 

 

【臨時委員】 

山崎 愛子   山崎公認会計士事務所 所長 

渡邉 和男   筑波大学遺伝子実験センター 教授 

 

【専門委員】 

北野 英己   名古屋大学生物機能開発利用研究センター 教授 

久保 成隆   東京大学大学院農学生命科学研究科 教授 

鈴木 惠美子  お茶の水女子大学基幹研究院 教授 

米森 敬三   龍谷大学農学部 教授 

渡邊 眞紀子  首都大学東京都市環境科学研究科 教授 

◎…審議会会長 

○…農業部会長 

【農林水産技術会議事務局】 

井上 龍子   研究総務官 

中東  一   研究企画課長 

望月 光顕   研究調整課 調整室長 

森田  敏   研究調整官 

大熊  武   研究調整課 課長補佐 

荒川 智幸   研究企画課 課長補佐 

島  義史   研究専門官 

 

【食料産業局】 

齋藤 千栄美  知的財産課 課長補佐（議事４） 
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（議事１．農研機構） 

【国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構】 

井邊 時雄   理事長 

佐々木 昭博  副理事長 

長田 朋二   理事（総務担当） 

長峰  司   理事（戦略・評価担当） 

村上 ゆり子  理事（研究管理担当） 

寺島 一男   理事（研究推進担当Ⅰ） 

久保  健   本部人事部人事課 課長 

古谷 邦男   本部総務部総務課 課長 

稲垣 信行   本部総務部財務課 課長 

小林  研   農業技術革新工学研究センター 企画部長 

工藤 良司   農業技術革新工学研究センター 総務部長 

牧野 竹男   生物系特定産業技術研究支援センター 新技術開発部連携企画課 課長 

可知  昇   生物系特定産業技術研究支援センター 新技術開発部資金管理課 課長 

西田 智子   本部評価室 室長 

安田 哲也   本部評価室  

 

（議事２．生物研） 

【国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構】 

井邊 時雄   理事長 

長田 朋二   理事（総務担当） 

長峰  司   理事（戦略・評価担当） 

朝岡  潔   生物機能利用研究部門 企画管理部 部長 

川浦 俊之   生物機能利用研究部門 企画管理部 次長 

小川 泰一   生物機能利用研究部門 企画管理部企画連携室長 

金澤 美孝   生物機能利用研究部門 企画管理部管理課会計チーム長 

西田 智子   本部評価室 室長 

小川 智子   本部評価室 

 

（議事３．農環研） 

【国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構】 

井邊 時雄   理事長 

長田 朋二   理事（総務担当） 

長峰  司   理事（戦略・評価担当） 

長谷部 亮   理事（研究推進担当Ⅳ） 

井手  任   農業環境変動研究センター 企画管理部 部長 

大沼 善徳   農業環境変動研究センター 企画管理部 次長 

西田 智子   本部評価室 室長 

伴辺 博亮   本部評価室 
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（議事４．種苗管理センター） 

【国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構】 

井邊 時雄   理事長 

長田 朋二   理事（総務担当） 

長峰  司   理事（戦略・評価担当） 

新本 英二   理事（種苗管理担当） 

野澤  真   種苗管理センター 企画管理部 部長 

長谷川 清   種苗管理センター 企画管理部 次長 

中村 精文   種苗管理センター 企画管理部 企画室長 

西田 智子   本部評価室 室長 

伴辺 博亮   本部評価室 

 

（議事５．JIRCAS） 

【国立研究開発法人 国際農林水産業研究センター】 

岩永  勝   理事長 

小山  修   理事 

柿内 久弥   監事 

齋藤 昌義   企画連携部長 

青木 秀則   総務部長 

馬場 俊則   財務課長 

杉野 智英   企画管理室長 

 

（議事６．土木研） 

【国立研究開発法人 土木研究所】 

片倉 浩司   審議役 

鳥居 謙一   研究調整監 

船木 淳悟   寒地土木研究所 寒地水圏研究グループ長 

竹内 英雄   寒地土木研究所 寒地農業基盤研究グループ長 

近藤 勝俊   寒地土木研究所 企画室長 

小野寺 康浩  寒地土木研究所 企画室長代理 

福島 宏文   企画部 研究企画課 研究評価・国際室長 

中山 真宏   企画部 研究企画課 主査 

 


