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推薦機関（農業改良主務課）

主務課

北海道農政部生産振興局技術普及課 課長

青森県農林水産部農林水産政策課 課長

岩手県農林水産部農業普及技術課 課長

宮城県農政部農業振興課 課長

秋田県農林水産部園芸振興課 課長

山形県農林水産部農業技術環境課 課長

福島県農林水産部農業支援総室農業振興課 課長

茨城県農林水産部農業技術課 課長

栃木県農政部経営技術課 課長

群馬県農政部技術支援課 課長

埼玉県農林部農業支援課 課長

千葉県農林水産部担い手支援課 課長

東京都産業労働局農林水産部農業振興課 課長

神奈川県環境農政局農林水産部農業振興課 課長

山梨県農政部農業技術課 課長

長野県農政部農業技術課 課長

静岡県経済産業部農業局農業戦略課 課長

新潟県農林水産部経営普及課 課長

富山県農林水産部農業技術課 課長

石川県農林水産部生産流通課 課長

福井県農林水産部園芸振興課 課長

岐阜県農政部農業経営課 課長

愛知県農業水産局農政部農業経営課 課長

三重県農林水産部担い手支援課 課長

滋賀県農政水産部みらいの農業振興課 課長

京都府農林水産部農産課 課長

大阪府環境農林水産部農政室推進課 課長

兵庫県農林水産部農業改良課 課長

奈良県食と農の振興部農業水産振興課 課長

和歌山県農林水産部農業生産局経営支援課 課長

鳥取県農林水産部農業振興監経営支援課 課長

                   島根県農林水産部農業経営課 課長

岡山県農林水産部農産課 課長

広島県農林水産局農業技術課 課長

山口県農林水産部農業振興課 課長

徳島県農林水産総合技術支援センター経営推進課 課長

香川県農政水産部農業経営課 課長

愛媛県農林水産部農業振興局農産園芸課 課長

高知県農業振興部環境農業推進課 課長

福岡県農林水産部経営技術支援課 課長
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推薦機関（農業改良主務課）

主務課

佐賀県農林水産部農業経営課 課長

長崎県農林部農政課 課長

熊本県農林水産部農業経営局農業技術課 課長

大分県農林水産部地域農業振興課 課長

宮崎県農政水産部農業技術普及課 課長

鹿児島県農政部経営技術課 課長

沖縄県農林水産部営農支援課 課長
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推薦機関（都道府県農業関係試験研究場所）

場所名

1 （地独）北海道立総合研究機構農業研究本部 本部長

2 （地独）北海道立総合研究機構産業技術環境研究本部食品加工研究センター 所長

3 （地独）青森県産業技術センター農林総合研究所 所長

4 （地独）青森県産業技術センター野菜研究所 所長

5 （地独）青森県産業技術センターりんご研究所 所長

6 （地独）青森県産業技術センター畜産研究所 所長

7 （地独）青森県産業技術センター弘前工業研究所 所長

8 （地独）青森県産業技術センター食品総合研究所 所長

9 （地独）青森県産業技術センター下北ブランド研究所 所長

10 （地独）青森県産業技術センター農産物加工研究所 所長

11 岩手県農業研究センター 所長

12 （地独）岩手県工業技術センター 理事長

13 宮城県農業・園芸総合研究所 所長

14 宮城県古川農業試験場 場長

15 宮城県畜産試験場 場長

16 宮城県産業技術総合センター 所長

17 秋田県農業試験場 場長

18 秋田県果樹試験場 場長

19 秋田県畜産試験場 場長

20 秋田県総合食品研究センター 所長

21 山形県農業総合研究センター 所長

22 山形県工業技術センター 所長

23 福島県農業総合センター 所長

24 福島県ハイテクプラザ会津若松技術支援センター 所長

25 茨城県農業総合センター センター長

26 茨城県畜産センター センター長

27 茨城県産業技術イノベーションセンター センター長

28 栃木県農業試験場 場長

29 栃木県畜産酪農研究センター 所長

30 栃木県産業技術センター 所長

31 群馬県農業技術センター 所長

32 群馬県畜産試験場　場長

33 群馬県立産業技術センター群馬産業技術センター　所長

34 埼玉県農業技術研究センター 所長

35 埼玉県産業技術総合センター北部研究所 所長
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推薦機関（都道府県農業関係試験研究場所）

場所名

36 千葉県農林総合研究センター センター長

37 千葉県畜産総合研究センター センター長

38 （公財）東京都農林水産振興財団東京都農林総合研究センター 所長

（地独）東京都立産業技術研究センター食品技術センター センター長

39 神奈川県農業技術センター 所長

40 神奈川県畜産技術センター 所長

41 山梨県総合農業技術センター 所長

42 山梨県果樹試験場 場長

43 山梨県畜産酪農技術センター 所長

44 山梨県産業技術センター 所長

45 長野県農業試験場 場長

46 長野県果樹試験場 場長

47 長野県野菜花き試験場 場長

48 長野県南信農業試験場 場長

49 長野県畜産試験場 場長

50 長野県工業技術総合センター食品技術部門 部門長

51 静岡県農林技術研究所 所長

52 静岡県畜産技術研究所 所長

53 静岡県工業技術研究所 所長

54 新潟県農業総合研究所 所長

55 新潟県醸造試験場 場長

56 富山県農林水産総合技術センター 所長

57 石川県農林総合研究センター 所長

58 石川県工業試験場 場長

59 福井県農業試験場 場長

60 福井県畜産試験場 場長

61 福井県食品加工研究所 所長

62 岐阜県農業技術センター 所長

63 岐阜県中山間農業研究所 所長

64 岐阜県畜産研究所 所長

65 岐阜県産業技術総合センター 所長

岐阜県食品科学研究所 所長

66 愛知県農業総合試験場 場長

67 あいち産業科学技術総合センター食品工業技術センター センター長

68 三重県農業研究所 所長

69 三重県畜産研究所 所長

70 三重県工業研究所 所長
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推薦機関（都道府県農業関係試験研究場所）

場所名

71 滋賀県農業技術振興センター 所長

72 滋賀県畜産技術振興センター 所長

73 京都府農林水産技術センター センター長

74 （地独）大阪府立環境農林水産総合研究所 理事長

75 （地独）大阪産業技術研究所　理事長

76 兵庫県立農林水産技術総合センター 所長

77 奈良県農業研究開発センター 所長

78 奈良県畜産技術センター 所長

79 和歌山県農業試験場 場長

80 和歌山県果樹試験場 場長

81 和歌山県畜産試験場 場長

82 鳥取県農業試験場 場長

83 鳥取県園芸試験場 場長

84 鳥取県畜産試験場 場長

85 （地独）鳥取県産業技術センター食品開発研究所 所長

86 島根県農業技術センター 所長

87 島根県中山間地域研究センター 所長

88 島根県畜産技術センター 所長

89 島根県産業技術センター 所長

90 岡山県農林水産総合センター 所長

91 岡山県工業技術センター 所長

92 広島県立総合技術研究所農業技術センター センター長

93 広島県立総合技術研究所畜産技術センター センター長

94 広島県立総合技術研究所食品工業技術センター センター長

95 山口県農林総合技術センター農業技術部　部長

96 山口県農林総合技術センター畜産技術部　部長

97 （地独）山口県産業技術センター　理事長

98 徳島県立農林水産総合技術支援センター 所長

99 徳島県立工業技術センター 所長

100 香川県農業試験場 場長

101 香川県畜産試験場 場長

102 香川県産業技術センター 所長

103 愛媛県農林水産研究所 所長

愛媛県農林水産研究所 果樹研究センター センター長

愛媛県農林水産研究所 畜産研究センター センター長

104 愛媛県産業技術研究所食品産業技術センター センター長

105 高知県農業技術センター 所長

107 高知県畜産試験場 場長

108 高知県工業技術センター 所長
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推薦機関（都道府県農業関係試験研究場所）

場所名

109 福岡県農林業総合試験場 場長

110 福岡県工業技術センター生物食品研究所 所長

111 佐賀県農業試験研究センター 所長

112 佐賀県上場営農センター 所長

113 佐賀県果樹試験場 場長

114 佐賀県茶業試験場 場長

115 佐賀県畜産試験場 場長

116 長崎県農林技術開発センター 所長

117 熊本県農業研究センター 所長

118 熊本県産業技術センター 所長

119 大分県農林水産研究指導センター センター長

120 大分県産業科学技術センター センター長

121 宮崎県総合農業試験場 場長

122 宮崎県畜産試験場 場長

123 宮崎県食品開発センター所長

124 鹿児島県農業開発総合センター 所長

125 鹿児島県工業技術センター 所長

126 鹿児島県大隅加工技術研究センター 所長

127 沖縄県農業研究センター 所長

128 沖縄県畜産研究センター 所長

129 沖縄県家畜衛生試験場 場長

130 沖縄県工業技術センター 所長
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推薦機関（国立研究開発法人農業関係研究場所）

場所名

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構農業情報研究センター　センター長

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構農業ロボティクス研究センター　センター長

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構遺伝資源研究センター　センター長

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構高度分析研究センター　センター長

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構食品研究部門 所長

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構畜産研究部門 所長

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究部門 所長

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構北海道農業研究センター 所長

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構東北農業研究センター 所長

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構中日本農業研究センター 所長

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構西日本農業研究センター 所長

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構九州沖縄農業研究センター 所長

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構農業機械研究部門 所長

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構作物研究部門 所長

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構果樹茶業研究部門 所長

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構野菜花き研究部門 所長

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構生物機能利用研究部門 所長

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構農業環境研究部門 所長

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構農村工学研究部門 所長

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構植物防疫研究部門 所長

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター 理事長
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推薦機関（国公立農業関係大学農学部等）

学　部

北海道大学農学部長

北海道大学獣医学部長・大学院獣医学研究院長

北海道大学北方生物圏フィールド科学センター長

帯広畜産大学理事・副学長

弘前大学農学生命科学部長

岩手大学農学部長

東北大学農学部長

山形大学農学部長

福島大学農学群食農学類長

茨城大学農学部長

筑波大学生命環境学群生物資源学類長

宇都宮大学農学部長

千葉大学園芸学部長・大学院園芸学研究科長

東京大学大学院農学生命科学研究科長

東京農工大学農学部長

新潟大学農学部長

山梨大学生命環境学部長

信州大学農学部長

信州大学繊維学部長

岐阜大学応用生物科学部長

静岡大学農学部長

名古屋大学農学部長

三重大学生物資源学部長

京都大学農学部長・農学研究科長

京都工芸繊維大学工芸科学部長

神戸大学農学部長

鳥取大学農学部長

島根大学生物資源科学部長

岡山大学農学部長

広島大学生物生産学部長・大学院統合生命科学研究科長

山口大学農学部長

山口大学共同獣医学部長

徳島大学生物資源産業学部長

香川大学農学部長

愛媛大学農学部長

高知大学農林海洋科学部長

九州大学農学部長

佐賀大学農学部長

長崎大学環境科学部長

宮崎大学農学部長

鹿児島大学農学部長
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推薦機関（国公立農業関係大学農学部等）

学　部

鹿児島大学共同獣医学部長

琉球大学農学部長

宮城大学食産業学群長

秋田県立大学生物資源科学部長

静岡県立農林環境専門職大学生産環境経営学部長

石川県立大学生物資源環境学部長

福井県立大学生物資源学部長

滋賀県立大学環境科学部生物資源管理学科長

京都府立大学生命環境科学研究科長

大阪府立大学生命環境科学研究科長

県立広島大学生物資源科学部長
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推薦機関（農林水産省）

農林水産省本省、外局及び農林水産政策研究所
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