
Ⅰ　大学

所　　　　　属 役　　　　　　職 氏　　　名 備　　考 所在地 電話番号 E-mail番号

１　国立大学法人・県立

東北大学 大学院農学研究科 動物栄養生化学分野　教授 豊水　正昭 家畜栄養　飼料科学 宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町 1-1 022-717-8688 toyomizu@bios.tohoku.ac.jp

山形大学　農学部 食料生命環境学科　教授 堀口　健一 家畜管理学、飼料調製 山形県鶴岡市若葉町 1-23 0235-28-2882 horiguti＠tds1.tr.yamagata-u.ac.jp

 　 〃
附属やまがたフィールド科学センター

安全農産物生産学コース  教授 吉田　宣夫 飼料学、発酵ＴＭＲ 山形県鶴岡市高坂字古町5-3 0235-24-9981 norio55＠tds1.tr.yamagata-u.ac.jp

筑波大学 大学院生命環境科学研究科 名誉教授 永木　正和
施設投資、飼料給与等に係る経
済問題

茨城県つくば市天文台1-1-1 029-853-6675 masakazunagaki＠jcom.home.ne.jp

新潟大学　農学部 農業生産科学科 教授 高田　良三 家畜の飼養・栄養・生理 新潟県新潟市西区五十嵐2の町 8050 025-262-6670

石川県立大学　生物資源環境学部 生産科学科　教授 石田　元彦 家畜栄養学、飼料学 石川県野々市市末松1-308 076-227-7439

名古屋大学　生命農学研究科 准教授 淡路　和則 生命技術社会システム学講座 愛知県名古屋市千種区不老町 1 052-789-4045

京都大学 大学院農学研究科 応用生物科学　教授 久米　新一 生体機構学

　　〃       〃　附属牧場 准教授 北川　政幸  

岡山大学　大学院環境生命科学研究科 応用動物科学 准教授 西野　直樹 動物栄養、サイレージ、微生物 岡山県岡山市北区津島中 1-1-1 086-251-8331

広島大学 大学院生物圏科学研究科 食料資源経済学講座　教授 田中　秀樹 食料市場学 広島県東広島市鏡山 1-4-4 082-424-7960

　　〃 動物生産科学　教授 谷口　幸三 家畜飼養学      〃

　　〃 陸域動物生産学講座　准教授 小櫃　剛人 家畜飼養、飼料栄養価評価      〃 082-424-7955 tobitsu＠hiroshima-u.ac.jp

宮崎大学 農学部 畜産草地科学科　　教授 入江　正和 肉質、生理、エコフィード 宮崎県宮崎市学園木花台西 1-1 0985-58-7202 irie＠cc.miyazaki-u.ac.jp

　　〃 畜産草地科学科　　教授 森田　哲夫 飼料学、家畜栄養学      〃 0985-58-7200 morita＠cc.miyazaki-u.ac.jp

　　〃 畜産草地科学科　　助教 高橋　俊浩 家畜栄養学、エコフィード      〃 0985-58-7936 tktoshi＠cc.miyazaki-u.ac.jp

琉球大学　農学部 亜熱帯地域農学科　教授 川本　康博 草地、資源循環 沖縄県中頭郡西原町千原1 098-895-8764 yasuk＠agr.u-ryukyu.ac.jp

　　〃 亜熱帯地域農学科　准教授 伊村　嘉美 家畜栄養、資源循環      〃      〃 yimura＠agr.u-ryukyu.ac.jp

　【お問い合せ先】
　農林水産省　生産局　畜産振興課　エコフィード推進係
　TEL　：　03-3591-6745

　　　　　　　　　　　　　　※　E-mail番号は、迷惑メール防止対策として、「＠」が大文字になっています。掲載されているE-mail番号宛に連絡をする場合は、小文字に変換してください。

エコフィード関係者名簿（平成２５年１０月１日時点）

　　　　　　　　　　　　　　※　当名簿について、作成の責任は農林水産省生産局畜産振興課のエコフィード推進係にあります。名簿についてのご質問・ご意見については下記にお問い合せください。

　　　　　　　　　　　　　　　　 また、当名簿に掲載すべき方についてご紹介いただける場合は、下記にご連絡ください。
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所　　　　　属 役　　　　　　職 氏　　　名 備　　考 所在地 電話番号 E-mail番号

２　私立大学    

日本大学 生物資源科学部 動物資源科学科　教授 丹羽　美次 飼料調製・保存 神奈川県藤沢市亀井野 1866 0466-84-3652 niwa＠brs.nihon-u.ac.jp

　　〃 動物資源科学科　準教授 佐伯　真魚 家畜栄養学、飼料学      〃 0466-84-3636 saeki.mao＠nihon-u.ac.jp

近畿大学　生物理工学部 動物資源工学 教授 矢野　史子 動物栄養学 和歌山県紀の川市西三谷 930 0736-77-3888

Ⅱ-１　研究機関（独立行政法人　農業・食品産業技術総合研究機構）

所　　　　　属 役　　　　　　職 氏　　　名 備　　考 所在地 電話番号 E-mail番号

１　 畜産草地研究所 家畜生理栄養研究領域　領域長 竹中　昭雄 家畜飼養 茨城県つくば市池の台 2 029-838-8654 akio＠affrc.go.jp

　　〃 企画管理部　業務推進室長 阿部　啓之 鶏、機能性飼料      〃

　　〃 家畜生理栄養研究領域　上席研究員 村上　　斉 飼料評価、鶏      〃

　　〃 家畜生理栄養研究領域　上席研究員 永西　　修 家畜（牛）栄養飼料      〃

　　〃 家畜生理栄養研究領域　上席研究員 勝俣　昌也 豚、栄養生理      〃

　　〃 家畜生理栄養研究領域　上席研究員 田島　　清 豚、消化管微生物      〃

　　〃 家畜生理栄養研究領域　研究員 大森　英之 機能性飼料      〃

　　〃 畜産環境研究領域 主任研究員 荻野　暁史 環境影響評価      〃

　　〃 畜産環境研究領域 主任研究員 石田　三佳 畜産環境      〃

　　〃 畜産研究支援センター　専門員 甘利　雅拡 飼料成分分析      〃

　　〃 家畜飼養技術研究領域　領域長 塩谷　　繁 発酵TMR、乳牛飼養研究 栃木県那須塩原市千本松 768

　　〃 家畜飼養技術研究領域　上席研究員 野中　和久 飼料調製、発酵TMR      〃

２　動物衛生研究所 病態研究領域　主任研究員 芝原　友幸 疾病、感染症 茨城県つくば市観音台 3-1-5

３　中央農業総合研究センター
生産体系研究領域　上席研究員(中課題担
当責任者)

佐藤　健次
TMR利用システム、飼料イネ、耕
畜連携

茨城県つくば市観音台 3-1-1

４　東北農業研究センター 畜産飼料作研究領域長 押部　明徳 家畜飼養 岩手県盛岡市下厨川字赤平 4 019-643-3556

５　近畿中国四国農業研究センター 大田研究拠点 上席研究員 高橋　佳孝 草地学 島根県大田市川合町吉永 60 0854-82-0144

６　九州沖縄農業研究センター
畜産草地研究領域（中小家畜G）
主任研究員

山崎　　信 豚、栄養生理 熊本県合志市須屋 2421 096-242-7749

　　〃
畜産草地研究領域（草地飼料作G）
主任研究員

服部　育男 焼酎粕濃縮液、発酵TMR      〃 096-242-7756

　　〃
畜産草地研究領域（大家畜G）
主任研究員

神谷　　充
焼酎粕濃縮液、発酵TMR、肉用
牛

     〃 096-242-7747
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所　　　　　属 役　　　　　　職 氏　　　名 備　　考 所在地 電話番号 E-mail番号

　　九州沖縄農業研究センター
畜産草地研究領域（大家畜G）
上席研究員

林　　義朗 肉用牛、放牧、栄養、補助飼料 熊本県合志市須屋 2421 096-242-7747

　　〃
畜産草地研究領域（大家畜G）
上席研究員

田中　正仁 乳牛、食品加工残渣、生理      〃 096-242-7748

Ⅱ-２　研究機関（都道府県）

所　　　　　属 役　　　　　　職 氏　　　名 備　　考 所在地 電話番号 E-mail番号

北海道　畜産試験場 家畜研究部長 南橋　　昭
北海道立総合研究機構農業研
究本部畜産試験場

北海道上川郡新得町字新得西5線39番地 0156-64-0607

　　〃 基盤研究部長 仙名　和浩 　　〃      〃 0156-64-0613

青森県産業技術センター 畜産研究所 研究管理監 間山　潤二 青森県上北郡野辺地町字枇杷野５１ 0175-64-2231 junjji_mayama＠aomori-itc.or.jp

岩手県農業研究センター畜産研究所 家畜育種研究室長 齋藤　久孝 肉牛育種・豚・鶏育種 岩手県岩手郡滝沢村滝沢砂込737-1 019-688-4328

宮城県畜産試験場 酪農肉牛部長 沼邊　　孝 宮城県大崎市岩出山南沢字樋渡１ 0229－72－3101 tikusans-k＠pref.miyagi.jp

　　〃 種豚家きん部長 高橋　　健 〃 〃 〃

秋田県畜産試験場 研究員 渡邊　　潤 飼料・家畜研究部 秋田県大仙市神宮寺字海草沼谷地13-3 0187-72-3814

山形県農業総合研究センター畜産試験場 主任専門研究員 阿部　　巖 草地環境部 山形県新庄市大字鳥越字一本松1076 0233-23-8817 abei＠pref.yamagata.jp

福島県農業総合センター畜産研究所 飼料環境科長 武藤　健司 福島県福島市荒井字地蔵原甲18 024-593-4159 mutou_kenji_01＠pref.fukushima.lg.jp

茨城県 畜産センター 飼養技術研究室長 足立 憲隆
レンコン残渣の飼料化技術の検
討

茨城県石岡市根小屋1234 0299-43-3333

　　〃　養豚研究所 飼養技術研究室長 須永　静二 レンコン残渣,養豚 茨城県稲敷市佐倉3240 029-892-2903

群馬県畜産試験場 研究調整官 松原　英二 家畜用飼料への利用 群馬県前橋市富士見町小暮2425 027-288-2222 matsu-e＠pref.gunma.lg.jp

埼玉県農林総合研究センター畜産研究所 養豚養鶏担当　担当部長 中村　秀夫

　　〃 養豚養鶏担当　専門研究員 中村　嘉之 養豚用飼料 埼玉県熊谷市須賀広784 048-536-0440

千葉県 畜産総合研究センター 企画環境研究室　主席研究員 鈴木　一好 豚・鶏 千葉県八街市八街へ 16-1 043-445-4511 k.szk39＠pref.chiba.lg.jp

東京都農林水産振興財団 農林総合研究
センター

畜産技術科　主任研究員 小嶋　禎夫 鶏、飼養・栄養 東京都青梅市新町6-7-1 0428-31-2171

神奈川県農業技術センター畜産技術所 企画研究課長 峰﨑　洋通 神奈川県海老名市本郷 3750 046-238-4056 tikugi.kikaku＠pref.kanagawa.jp

　　〃 主任研究員 平井　久美子 養鶏      〃      〃 tikugi.kikaku＠pref.kanagawa.jp

　　〃 主任研究員 西田　浩司 養豚      〃      〃 tikugi.kikaku＠pref.kanagawa.jp

　　〃 主任研究員 坂上　信忠 肉牛      〃      〃 tikugi.kikaku＠pref.kanagawa.jp
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山梨県 畜産試験場 主任研究員 片山　　努 養豚のエコフィードについて 山梨県中央市乙黒 963-1 055-273-6441 katayama-wte＠pref.yamanashi.lg.jp

　　〃 主任研究員 松下　浩一 養鶏のエコフィードについて      〃      〃 matsushita-uds＠pref.yamanashi.lg.jp

長野県畜産試験場 主任研究員 井出　忠彦 乳牛 長野県塩尻市大字片丘10931-1 0263-52-1188 chikusanshiken＠pref.nagano.lg.jp

　　〃 技師 藤森　祐紀 肉牛      〃      〃 chikusanshiken＠pref.nagano.lg.jp

　　〃 主任研究員 保科　和夫 豚      〃      〃 chikusanshiken＠pref.nagano.lg.jp

　　〃 技師 有野　陽子 飼料分析      〃      〃 chikusanshiken＠pref.nagano.lg.jp

新潟県 農業総合研究所畜産研究センター 主任研究員 小橋　有里 生産・環境科 新潟県三条市棚鱗 178 0256-46-3103

富山県  畜産研究所 養豚課長 佐丸　郁雄 富山県富山市婦中町千里前山 1 076-469-5901

石川県農林総合研究センター畜産試験場 資源安全部長 干場　宏樹 石川県羽咋郡宝達志水町坪山ﾅ部93-2 0767-28-2284

福井県畜産試験場 企画支援室長 向井　寿輔 福井県坂井市三国町平山68-34 0776-81-3130

京都府農林水産技術センター畜産センター 部長 東井　滋能 研究・支援部 京都府綾部市位田町檜前 0773-47-0301

　　〃 主任研究員 佐々木　敬之
研究・支援部 改良・安心安全推
進担当

     〃      〃

地方独立行政法人　大阪府立環境農林水
産総合研究所

環境研究部長 家畜管理・栄養生理 大阪府羽曳野市尺度 442 072-958-6551

　　〃 資源循環グループ　主幹研究員 乳牛、肉牛の飼養管理      〃      〃

　　〃 資源循環グループ　主任研究員 養鶏      〃      〃

　　〃 資源循環グループ　研究員 飼料評価・牛      〃      〃

　　〃 資源循環グループ　研究員 飼料調製・発酵      〃      〃

兵庫県 畜産技術センター 研究員 石川　　翔 豚 兵庫県加西市別府町南ﾉ岡甲 1533 0790-47-2428

　　〃  淡路農業技術センター 主席研究員 生田　健太郎 乳用牛 兵庫県南あわじ市八木養宜中560-1 0799-42-4883

奈良県畜産技術センター 研究開発第一課長 藤井　規男 奈良県宇陀市大宇陀下竹103 0745-83-0153

和歌山県畜産試験場養鶏研究所 主査研究員 福島　　学 養鶏 和歌山県日高郡日高川町船津1090-1 0738-54-0144

　　〃 副主査研究員 藤原　美華 養鶏      〃      〃

鳥取県農林総合研究所　中小家畜試験場 研究員 田川　佳男 養豚 鳥取県西伯郡南部町北方633 0859-66-4121

岡山県 農林水産総合センター畜産研究所 特別企画専門員 秋山　俊彦 飼養技術 岡山県久米郡美咲町北2272 0867-27-3321

　　〃 特別企画専門員 平本　圭二 経営技術      〃      〃

　　〃 専門研究員 長尾　伸一郎 酪農、TMR      〃      〃
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広島県立総合技術研究所畜産技術セン
ター

飼養技術研究部長 岸本　一郎 飼養技術研究部 広島県庄原市七塚町584 0824-74-0331 cgcshiyou＠pref.hiroshima.lg.jp

山口県 農林総合技術センター 技師 宇高　優美 畜産技術部放牧環境研究室 山口県美祢市伊佐町河原1200 0837-52-0258 a17606＠pref.yamaguchi.lg.jp

香川県 畜産試験場 主席研究員 上原　　力 養豚（讃岐夢豚） 香川県木田郡三木町下高岡2706 087-898-1511 vc6523＠pref.kagawa.lg.jp

　　〃 主席研究員 渡邉 朋子 養鶏（讃岐コーチン）      〃      〃 jy3532＠pref.kagawa.lg.jp

　　〃 主席研究員 高橋　和裕 酪農肉牛（讃岐牛､オリーブ牛）      〃      〃 dx2527＠pref.kagawa.lg.jp

　　〃 主席研究員 川田　健二 飼料環境      〃      〃 gs2501＠pref.kagawa.lg.jp

　　〃 主任研究員 三谷 英嗣 飼料環境      〃      〃
jx3521＠pref.kagawa.lg.jp

　　〃 主任研究員 大西　美弥 養鶏（讃岐コーチン）      〃      〃 wc8599＠pref.kagawa.lg.jp

　　〃 主任研究員 山下　洋治 養豚（讃岐夢豚）      〃      〃 tc8578＠pref.kagawa.lg.jp

愛媛県 農林水産研究所　畜産研究セン
ター

主任研究員 戸田　克史 経営室（企画担当） 愛媛県西予市野村町阿下7号156番地 0894-72-0064

高知県 畜産試験場 中小家畜課チーフ（養豚担当） 吉村　　敦 養豚 高知県高岡郡佐川町中組1247 0889-22-0044 160908＠ken.pref.kochi.lg.jp

　　〃 研究員 二杉　守哉 養豚      〃      〃 160908＠ken.pref.kochi.lg.jp

佐賀県 畜産試験場 係長 脇屋　裕一郎 畜産環境・飼料研究担当 佐賀県武雄市山内町宮野23242-3 0954-45-2030

熊本県 農業研究センター 飼料研究室長 鶴田　克之 熊本県合志市栄3801 096-248-6433

宮崎県 畜産試験場 川南支場 養豚科長 岩切　正芳 豚 宮崎県児湯郡川南町大字川南 21986 0983-27-0168

　　〃 養豚科　技師 下村　麻衣 豚      〃      〃

鹿児島県 農業開発総合センター 畜産試験
場

養豚研究室長 大小田　勉 豚 鹿児島県霧島市国分上之段 2440 0995-48-2188

Ⅲ　 行政機関

所　　　　　属 役　　　　　　職 氏　　　名 備　　考 所在地 電話番号 E-mail番号

１　農林水産省本省

生産局　畜産振興課 課長補佐（需給対策第１班担当） 廣岡　亮介 東京都千代田区霞が関1-2-1 03-3591-6745 ryousuke_hirooka＠nm.maff.go.jp

　　〃 エコフィード推進係長 波田　瑞乃      〃      〃 mizuno_hada＠nm.maff.go.jp

消費･安全局　畜水産安全管理課 課長補佐（飼料検査指導班担当） 功刀　　豊      〃 03-3502-8702

　　〃 飼料検査指導班指導係長 伊佐　まゆみ      〃      〃
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食料産業局　バイオマス循環資源課 課長補佐（食品リサイクル班担当） 大島　次郎 東京都千代田区霞ヶ関1-2-1 03－6744-2066

　　〃 食品リサイクル指導第一係長 松江　亜紀      〃      〃

２　地方農政局等

北海道農政事務所 事業戦略専門官 東盛　俊哉 農政推進課 北海道札幌市中央区北4条西18丁目 011-642-5410

　　〃 指導係長 宇野　広一 　　　〃      〃      〃

東北農政局 畜産物流通指導官 山路　　敬 生産部畜産課 宮城県仙台市青葉区本町3-3-1 022-263-1111 takashi_yamaji＠tohoku.maff.go.jp

　　〃 処理推進係 香曽我部 英明 　　　〃      〃      〃 hideaki_kosokabe＠tohoku.maff.go.jp

関東農政局 畜産物流通指導官 安藤　智和 生産部畜産課
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1
さいたま新都心合同庁舎2号館

048-740-5318 tomokazu_andou＠kanto.maff.go.jp

　　〃 復興支援第2係長 浅見　文秀 　　　〃      〃 048-740-5867 humihide_asami＠kanto.maff.go.jp

　　〃 畜産経済第2係員 柳田　光一 　　　〃      〃 048-740-0418 kouichi_yanagita＠kanto.maff.go.jp

北陸農政局 畜産物流通指導官 松元　隆行 生産部畜産課 石川県金沢市広坂2-2-60 076-263-2161(内3344)

東海農政局 畜産物流通指導官 北嶋　秀年 生産部畜産課 愛知県名古屋市中区三の丸1-2-2 052-201-7271(内線2436)

近畿農政局 畜産環境対策官 池田　真紀 生産部畜産課
京都府京都市上京区西洞院通下長者町下
ﾙ丁子風呂町

075-414-9022

中国四国農政局 畜産物流通指導官 立石　　満 生産部畜産課 岡山県岡山市北区下石井1-4-1 086-224-4511

九州農政局 畜産物流通指導官 戸髙　和人 生産部畜産課 熊本県熊本市西区春日2丁目10-1 096-211-9111 kazuto_todaka＠kyushu.maff.go.jp

　　〃 畜産経済第2係長 辻野　堂史 　　　〃    〃      〃 takashi_tsujino＠kyushu.maff.go.jp

内閣府沖縄総合事務局 企画指導官 大城　博文 家畜管理 沖縄県那覇市おもろまち2丁目1番1号 098-866-1653 hirofumi_oshiro＠ogb.cao.go.jp

　　〃 畜産経済係長 下地　　強 家畜管理      〃      〃 tsuyoshi_shimoji＠ogb.cao.go.jp

　　〃 食品・環境調整係長 下地　智子 食品リサイクル      〃 098-866-1673 tomoko_shimoji＠ogb.cao.go.jp

３　都道府県

北海道 農政部 主査 小塚　和博 生産振興局畜産振興課 北海道札幌市中央区北3条西6丁目 011-204-5440

　　〃 主任 小山　博寿 　　　〃      〃      〃

青森県 農林水産部畜産課 主査 松浦　淳子 青森県青森市長島一丁目1-1 017-734-9497 junko_matsuura＠pref.aomori.lg.jp

岩手県 農林水産部畜産課 主査 吉﨑　明人 岩手県盛岡市内丸10-1 019-629-5723

宮城県 農林水産部畜産課 技術補佐 半沢　康弘 宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1 022-211-2852 tikusangf＠pref.miyagi.jp

秋田県 農林水産部畜産振興課 主査 佐藤　琢哉 秋田県秋田市山王四丁目1-1 018-860-1806

6 / 9 ページ



所　　　　　属 役　　　　　　職 氏　　　名 備　　考 所在地 電話番号 E-mail番号

山形県 農林水産部畜産課 技師 高尾　槙一 山形県山形市松波2丁目8-1 023-630-2435 takaos＠pref.yamagata.jp

福島県 農林水産部畜産課 主査 松澤　　保 福島県福島市杉妻町2-16 024-521-7364
matsuzawa_tamotsu_01＠
pref.fukushima.lg.jp

茨城県 農林水産部畜産課 係長 眞部　幸子 茨城県水戸市笠原町978-6 029-301-3993

栃木県 農政部畜産振興課 技師 舘野　綾音 環境飼料担当 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 028-623-2350

群馬県 農政部畜産課 主事 大澤　祐太 群馬県前橋市大手町1-1-1 027-226-3109 oosawa-yuta＠pref.gunma.lg.jp

埼玉県 農林部畜産安全課 主査 窪田　美佳 畜産振興担当 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1 048-830-4194 a4170＠pref.saitama.lg.jp

千葉県 農林水産部畜産課 副主査 鎌田　　望 豚・鶏 千葉県千葉市中央区市場町1-1 043-223-2939 n.kmt4＠pref.chiba.lg.jp

東京都 農林水産部農業振興課 主任 釜井　紅未 東京都新宿区西新宿2-8-1 03-5320-4842

神奈川県　環境農政局農政部畜産課 技師 石川　　梓 神奈川県横浜市中区日本大通1 045-210-4508 ishikawa.7dr＠pref.kanagawa.jp

山梨県 農政部畜産課 副主査 赤尾　友雪 生産担当（中小家畜） 山梨県甲府市丸の内1-6-1 055-223-1607

長野県 農政部園芸畜産課 主査 山倉　洋一 畜産経営係 長野県長野市大字南長野字幅下692-2 026-235-7233 yamakura-yoichi＠pref.nagano.lg.jp

静岡県 経済産業部畜産課 技師 大石　　竜 静岡県静岡市追手町9-6 054-221-2707 chikusan＠pref.shizuoka.lg.jp

新潟県 農林水産部畜産課 主事 石平　悠佳 生産振興係 新潟県新潟市中央区新光町4-1 025-285-5511

富山県 農林水産部農業技術課 主任 沖村　重雄 畜産振興班 富山県富山市新総曲輪1-7 076-444-3289

石川県 農林水産部生産流通課 専門員 折橋　秀夫 畜産振興グループ 石川県金沢市鞍月1-1 076-225-1623

福井県 農林水産部園芸畜産課 主任 田辺　　勉 畜産振興・家畜衛生グループ 福井県福井市大手3-17-1 0776-20-0439

滋賀県 農政水産部畜産課 主任主事 道本　和孝 耕畜連携推進担当 滋賀県大津市京町4-1-1 077-528-3855

京都府 農林水産部畜産課 嘱託 木下　　滋 畜産振興担当
京都府京都市上京区下立売通新町西入薮
ﾉ内町

075-414-4981

大阪府 環境農林水産部動物愛護畜産課 主査 畜産衛生グループ
大阪府大阪市住之江区南港北1-14-16大
阪府咲洲庁舎

06-6941-0351 内2735

兵庫県 農政環境部畜産課 主査 日下部　麻子 飼料養鶏係
兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1
号

078-341-7711

奈良県 農林部畜産課 主査 緒方　光代 畜産振興係 奈良県奈良市登大路町30 0742-27-7450

和歌山県 農林水産部畜産課 主任 中村　泰夫 衛生・環境班 和歌山県和歌山市小松原通り1-1 073-441-2924

鳥取県 畜産課 農林技師 谷口　真澄 酪農・経済担当 鳥取県鳥取市東町1-220 0857-26-7291

島根県 農畜産振興課 主任 山木　康嗣 しまね和牛振興グループ 島根県松江市殿町1 0852-22-5136

岡山県 畜産課 主任 田中　健嗣 酪農飼料班 岡山県岡山市北区内山下2-4-6 086-226-7429
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広島県 畜産課 主査 和久井　淳一 畜産経営グループ 広島県広島市中区基町10-52 082-513-3598 nouchikusan＠pref.hiroshima.lg.jp

山口県 畜産振興課 主任 白尾　大司 衛生・飼料班 山口県山口市滝町1-1 083-933-3434 a17600＠pref.yamaguchi.lg.jp

徳島県 畜産課 主任 大久保　喜美 畜産振興担当 徳島県徳島市万代町1-1 088-621-2418

香川県 畜産課 副主幹 田淵　賢治 生産流通グループ 香川県高松市番町4-1-10 087-832-3429 vg1512＠pref.kagawa.lg.jp

　　〃 副主幹 田中　宏一 　　　〃      〃      〃 wd8594＠pref.kagawa.lg.jp

愛媛県 畜産課 主任 大北　栄人 酪農飼料係 愛媛県松山市一番町4丁目4-2 089-912-2578

高知県 畜産振興課 技師 藤原　理央 衛生環境 高知県高知市丸ﾉ内1-7-52 088-821-4553 160901＠ken.pref.kochi.lg.jp

福岡県 農林水産部畜産課 主任技師 堀田　雄一郎 中小家畜係 福岡県福岡市博多区東公園7番7号 092-651-1111

佐賀県 生産振興部畜産課 副主査 出野　健太 飼料担当 佐賀県佐賀市城内1-1-59 0952-25-7122

長崎県 農林部畜産課 技師 井手　拓也 畜産経営班 長崎県長崎市江戸町2-13 095-895-2954

熊本県 農林水産部畜産課 参事 加治屋　豊 草地飼料班 熊本県熊本市水前寺6-18-1 096-333-2399

大分県 農林水産部家畜衛生飼料室 副主幹 畑尾　洋一 草地飼料班 大分県大分市大手町3-1-1 097-506-3682

宮崎県 農政水産部畜産・口蹄疫復興対策
局畜産課

主任技師 来間　太志 中小家畜担当 宮崎県宮崎市橘通東2-10-1 0985-26-7141

鹿児島県 農政部畜産課 技術専門員 古田　知巳 耕畜連携飼料対策係 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10-1 096-286-3219

沖縄県　農林水産部畜産課 技師 加藤　洋平 飼料安全法 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 098-866-2269

Ⅳ　 独立行政法人

所　　　　　　属 役　　　　　　職 氏　　　名 備　　考 所在地 電話番号 E-mail番号

１　農林水産消費安全技術センター 課長 高木　昌美 肥飼料安全検査部飼料管理課 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 050-3797-1857 masami_takagi＠nm.famic.go.jp

　　〃 専門調査官（事務担当） 野村　晋平 　　　〃      〃      〃 shinpei_nomura＠nm.famic.go.jp

　　〃　札幌センター 主任調査官 屋方　光則 肥飼料検査課 北海道札幌市中央区大通西10-4-1 050-3797-2716 mitsunori_yakata＠nm.famic.go.jp

　　〃　仙台センター 主任調査官 風間　鈴子 　　　〃 宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-15 050-3797-1893 reiko_kazama＠nm.famic.go.jp

　　〃　名古屋センター 主任調査官 吉田　一郎 飼料検査課 愛知県名古屋市中区三の丸1-2-2 050-3797-1902 ichirou_yoshida＠nm.famic.go.jp

　　〃　神戸センター 主任調査官 杉下　さつき 飼料検査課 兵庫県神戸市中央区港島南町1-3-7 050-3797-1915 satsuki_sugishita＠nm.famic.go.jp

　　〃　福岡センター 主任調査官 内山　　丈 　　　〃 福岡県福岡市東区千早3-11-15 050-3797-1921 takeshi_uchiyama＠nm.famic.go.jp
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２　家畜改良センター 企画調整課長 外山　高士
福島県西白河郡西郷村小田倉字小田倉原
1

0248-25-2231 t0toyama＠nlbc.go.jp

　　〃 改良技術専門役 日比野　洋 飼料分析

　　〃 生産技術専門役 安藤　　貞 家畜栄養学

　　〃　岡崎牧場 次長 筒井　真理子 鶏、家畜衛生

Ⅴ　畜産団体等

所　　　　　　属 役　　　　　　職 氏　　　名 備　　考 所在地 電話番号 E-mail番号

１　畜産団体

（公社）中央畜産会 主幹 武田　　航
エコフィード利用畜産物認証制
度

東京都千代田区外神田2-16-2
（第2ﾃﾞｨｰｱｲｼｰﾋﾞﾙ9階）

03-6206-0843 ecofeed＠sec.lin.gr.jp

（社）日本科学飼料協会 事務局長 橋元　康司
飼料分析
エコフィード認証制度

東京都中央区新川2-6-16 03-3297-5631 hashimoto＠kashikyo.or.jp

　　〃 主任 青木　　健 飼料分析 千葉県成田市吉倉821 0476-35-0411 aoki＠kashikyo.or.jp

２　研究所等

畜産・飼料研究所　御影庵 主宰（農学博士） 阿部　　亮
前日本大学
生物資源科学部教授

北海道川上郡清水町御影西3の3の5 0156-63-3965 yukipapi＠pop21.odn.ne.jp

今井農業技術士事務所 所長（技術士） 今井　明夫 家畜飼料・栄養 新潟県三条市楢山 229-11 0256-46-4707
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