
全国飼料増産行動会議構成員

団体名 役 職 氏 名

静岡県（全国畜産課長会会長県） 土屋 純夫農林水産部農業総室畜産振興室長

福島県（同副会長県） 農林水産部畜産課長 鈴木 弘

佐賀県（同上） 古賀 由紹生産振興部畜産課長

全国農業協同組合中央会 冨士 重夫常務理事［副会長］

全国農協青年組織協議会 会長 竹村 英久

全国農業協同組合連合会 専務理事 成清 一臣

全国酪農業協同組合連合会 常務理事 赤坂 陽次

全国開拓農業協同組合連合会 代表理事専務 松本 洋幸

全国畜産農業協同組合連合会 代表理事専務 津曲 公夫

全国農業会議所 事務局長 谷脇 修

（社）全国農地保有合理化協会 副会長 森永 正彬

（社）全国農業改良普及支援協会 副会長 関 康洋

（社）中央畜産会 常務理事 松尾 昌一

（社）中央酪農会議 専務理事 門谷 廣茂

（社）全国肉用牛振興基金協会 専務理事 鎌田 啓二

（社）日本草地畜産種子協会 会長 信國 卓史

消費科学連合会 副会長 伊東 依久子

（独）農業・食品産業技術総合研究機構

畜産草地研究所 所長 松本 光人

理事 行本 修生物系特定産業技術研究支援センター （機械化促進担当）

岩永 勝作物研究所 所長

（独）家畜改良センター 理事長 矢野 秀雄

農林水産省

大臣官房 榊 浩行参事官

消費・安全局 畜水産安全管理課長 境 政人

消費者情報官 浅川 京子

生産局 畜産部長［会長］ 佐藤 一雄

農業生産支援課長 雨宮 宏司

技術普及課長 深井 宏

畜産振興課長 大野 高志

経営局 構造改善課長 光吉 一

農村振興局 設計課長 小林 祐一

林野庁 木材産業課長 鈴木 信哉

計画課長 矢部 三雄

農林水産技術会議事務局 研究開発官 尾関 秀樹（食料戦略）



全国エコフィード推進行動会議・構成員

団 体 名 役 職 氏 名

静岡県（全国畜産課長会会長県） 土屋 純夫農林水産部農業総室畜産振興室長
福島県（同副会長県） 農林水産部畜産課長 鈴木 弘
佐賀県（同上） 生産振興部畜産課長 古賀 由紹

全国農業協同組合連合会 代表理事専務 成清 一臣
全国酪農業協同組合連合会 常務理事 赤坂 陽次
（社）中央畜産会 常務理事 松尾 昌一
（社）日本養豚協会 副会長 志澤 勝

（財）食品流通構造改善促進機構 専務理事 三宅 均
（財）食品産業センター 専務理事 花澤 達夫
（社）日本べんとう振興協会 専務理事 野老 正明
九州食品工場リサイクル事業協同組合 理事 山口 秀和
霧島高原ビール（株） 代表取締役 山元 正博

消費科学連合会 副会長 伊東 依久子

（社）日本有機資源協会 専務理事 今井 伸治
（社）日本草地畜産種子協会 専務理事 野口 政志
（社）配合飼料供給安定機構 理事長 副会長 野﨑 修（ ）
（協）日本飼料工業会 専務理事 三野 耕治
（社）日本科学飼料協会 事務局長 米持 千里

前日本大学 （教授） 阿部 亮
東京農業大学 教授 牛久保 明邦

機能性飼料研究チーム長 川島 知之（独）農業・食品産業技術総合研究機構・畜産草地研究所

農林水産省
大臣官房 政策課技術調整室長 榊 浩行

遠藤 浩由環境バイオマス政策課バイオマス推進室長
食料安全保障課長 末松 広行

総合食料局 流通課長 吉井 巧
食品産業企画課長 増田 直弘
食品産業振興課長 平松 紀延

消費・安全局 消費者情報官 浅川 京子
畜水産安全管理課長 境 政人

生産局 畜産部長 会長 佐藤 一雄（ ）
畜産振興課長 大野 高志

需給対策室長 高橋 孝雄
飼料専門官 鈴木 春男
課長補佐 需給第１班 歌丸 恵理（ ）

農村振興局 農村計画課 三浦 正充
中山間地域振興課長 仲家 修一

農林水産技術会議事務局 研究開発官（食料戦略） 尾関 秀樹



家畜生産性向上・普及推進会議構成員

団体名 役 職 氏 名

北海道 農政部畜産振興課長 川上 修
茨城県 農林水産部畜産課長 山田 和重
静岡県（全国畜産課長会会長県） 土屋 純夫農林水産部農業総室畜産振興室長
宮崎県 農政水産部畜産課長 山本 慎一郎
鹿児島県 農政部畜産課環境飼料監 宮里 俊光

全国農業協同組合中央会 築地原 優二農業対策部長
全国農業協同組合連合会 代表理事専務 成清 一臣
全国酪農業協同組合連合会 常務理事 赤坂 陽次
全国開拓農業協同組合連合会 代表理事専務 松本 洋幸
全国畜産農業協同組合連合会 代表理事専務 津曲 公夫

（社）中央畜産会 常務理事 松尾 昌一
（社）中央酪農会議 専務理事 門谷 廣茂
（社）全国肉用牛振興基金協会 専務理事 鎌田 啓二
全国肉牛事業協同組合 松永 直行
（社）日本養豚協会 会長 志澤 勝
（社）日本養鶏協会 理事 梅原 宏保
（社）日本草地畜産種子協会 会長 信國 卓史
（協）日本飼料工業会 会長 山西 啓二
（社）配合飼料供給安定機構 理事長 野﨑 修
（社）家畜改良事業団 専務理事 新山 正隆
（社）畜産技術協会 専務理事 横山 政廣

消費科学連合会 企画委員 内藤 英代

畜産草地研究所 所長 松本 光人（独）農業・食品産業技術総合研究機構
同 動物衛生研究所 所長 村上 洋介

（独）家畜改良センター 理事長 矢野 秀雄

農林水産省
消費・安全局 動物衛生課長 姫田 尚
農林水産技術会議事務局 研究開発官(食料戦略) 尾関 秀樹
生産局 畜産部長 佐藤 一雄

技術普及課長 深井 宏
畜産企画課長 德田 正一
畜産振興課長 大野 高志
牛乳乳製品課長 大杉 武博
食肉鶏卵課長 渡邊 毅

東北農政局 生産経営流通部畜産課長 阿部 悟
関東農政局 生産経営流通部畜産課長 太鼓矢 修一
北陸農政局 生産経営流通部畜産課長 岡野 博
東海農政局 生産経営流通部畜産課長 堀田 仁一
近畿農政局 生産経営流通部畜産課長 宮田 茂
中国四国農政局 生産経営流通部畜産課長 浅沼 達也
九州農政局 生産経営流通部畜産課長 平尾 正倫

内閣府沖縄総合事務局 農林水産部農畜産振興課長 蔵盛 章


