
○都道府県

所属 職名 氏名

北海道農政部生産振興局農産振興課畑作グループ 主幹 藤田　眞美子

青森県 農林水産部 食の安全・安心推進課 課長 永澤　亘

主幹 高橋　宗壽

岩手県 農林水産部 農業普及技術課 主任主査 藤沢　哲也

宮城県 農林水産部 農産園芸環境課 主任主査 新田  晃子

秋田県 農林水産部 水田総合利用課 主幹（兼）班長 佐藤　猛

土壌・環境対策班 副主幹 小松　修

山形県 農林水産部 農業技術環境課 安全農産物専門員 横山　克至

福島県 農林水産部 環境保全農業課 主幹 岡部　陽子

新潟県 農林水産部 農産園芸課 参事（技術補佐） 吉川  和代

主事 中川　麻梨恵

富山県 農林水産部 農業技術課 主任 中村　茂将

石川県 農林水産部 農業安全課 課長補佐 藻寄　正洋

福井県農林水産部地域農業課 主任 富田　浩治

茨城県 農林水産部 産地振興課 エコ農業推進室 室長 宮本　昭彦

係長 佐々木　史生

栃木県 農政部　経営技術課 課長補佐 上野　臣一

副主幹 菊池　克利

群馬県 農政部 技術支援課 生産環境室 室長 田村　利行

　　　　　　　　　　　　同　 農業環境保全係 主幹 小髙　佳子

埼玉県 農林部 農産物安全課 副課長 川岸　正人

　　　　　　　　　　　　同　有機・安全生産担当 主査 中村　祐一

千葉県 農林水産部 安全農業推進課 課長 冨樫　俊彦

　　　　　　　　　　　　同　　肥料・農薬班 副主査 黒住　憲司

東京都 産業労働局 農林水産部 食料安全課 食料安全課長 遠藤　佳成

統括課長代理 両角　正博

神奈川県　環境農政局 農政部 農業振興課 グループリーダー 池田　豊

副技幹 原　靖英

山梨県 農政部 農業技術課 課長補佐 齊藤　典義

長野県 農政部 農業技術課 課長 伊藤　洋人

推進員 岡本　智充

静岡県 経済産業部 農業局 地域農業課 主査 伊代住　浩幸

岐阜県農政部 農産園芸課 技師 平松　拓実

愛知県農林水産部 農業経営課 主査 樋口　達治

三重県農林水産部 農産物安全課 課長 竹田　久夫

滋賀県 農政水産部 食のブランド推進課 参事 森野　真

京都府 農林水産部 農産課 副課長 稲田　佳奈

大阪府 環境農林水産部 農政室推進課 課長補佐 晒　一浩

兵庫県 農政環境部 農産園芸課 主査 和田　有申

課長補佐 兼 班長 山本　貴司

副主査 鈴木　隆浩
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和歌山県 農林水産部 農業生産局 果樹園芸課
農業環境・鳥獣害対策室



鳥取県農林水産部 農業振興戦略監 生産振興課 係長 竹内　亮一

島根県農林水産部農産園芸課 食の安全推進室 企画幹 武田　昌司

岡山県 農林水産 部農産課 副参事 渡邊　修

広島県東京事務所 政策課長 前田 克明

徳島県 農林水産部 もうかるブランド推進課 主任主事 柴田　朋美

香川県 政策部政策課 東京事務所 産業振興部 副主幹 高橋　秀彰

愛媛県 農林水産部 農業振興局 農産園芸課 主幹 山中　悟

　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　 環境農業係 専門員 稲荷　傑

高知県 農業振興部 環境農業推進課 課長 松村　和彦

主幹 伊東　美紀子

福岡県　農林水産部　食の安全・地産地消課 技術主査 石井　一暢

佐賀県農林水産部園芸課 主査 久納　健司

長崎県農林部農業経営課 課長補佐 早瀬　順一

熊本県農林水産部生産経営局農業技術課 参事 渡邉　史子

大分県農林水産部地域農業振興課 主査 溝腰　朗人

宮崎県農政水産部農業経営支援課 主幹 戸髙　知也

主任技師 波越　啓太

鹿児島県農政部食の安全推進課 技術主幹 脇田 敏夫

沖縄県 農林水産部　営農支援課 主任技師 粟國　佳史

○農林水産省
大臣官房 生産振興審議官 鈴木　良典

課長 前田　　豊

農業環境情報分析官 栗原　　眞

生産専門官 亀谷　　充

課長補佐 近藤　勝臣

課長補佐 宮地　修平

係長 渡邊　弘樹

係長 高橋　辰典

北海道農政事務所生産支援課 課長 阿辺　一郎

環境直接支払係長 中村　哲也

東北農政局 生産部 生産技術環境課 課長 反町　俊哉

先端技術実証第2係長 大場　剛敏

関東農政局 生産部 生産技術環境課 課長 篠田　亨

係長 中山　眞由美

北陸農政局 生産部 生産技術環境課 課長 辻　美秋

課長補佐（営農対策） 三奈木　英雄

東海農政局 生産部 生産技術環境課 課長 石野　浩三

資材対策係長 高岸　秀樹

近畿農政局 生産部 生産技術環境課 課長 嶋﨑　泰一

資材対策係長 空田　健生

中国四国農政局 生産部 生産技術環境課 課長 甲斐　浩司

資材対策係長 岩永　　進

九州農政局 生産部 生産技術環境課 課長 山本　隆司

技術係長 吉田　健一郎

生産局農業環境対策課


