
選 考 結 果 総 括 表 
 

府省庁名 農林水産省 

 

役職 

現任者 任命予定者 

選考経過 
氏名 年齢 

当初就任 

年月日 
前職 氏名 年齢 現(前)職 

(国研)水産研

究・教育機構 

 

理事長 宮原 正典 65 H26.4.1 水産庁次長 

[OB] 

中山 一郎 63 （国研）水産研究・教

育機構中央水産研究

所長 

日本水産（株）中央研

究所養殖 R&D アドバ

イザー 

 
応募総数 6 名 

↓ 
書類選考 

    ↓（3 名） 
面接 

     ↓（3 名) 
面接した他の候補者の
情報と併せ、検討の上、 

任命権者が選任 
 

(国研)農業・食

品産業技術総

合研究機構 

副理事長 中谷  誠 62 H30.4.1 農林水産省農林水産

技術会議事務局研究

統括官 

法政大学生命科学部

非常勤講師 

［OB］ 

 

 

 

再   任 

応募総数 9 名 
↓ 

書類選考 
    ↓（3 名） 

面接 
     ↓（2 名) 

優先順位を付した情報
を踏まえ、任命権者（理

事長）が選任 
↓ 

所管大臣に協議 
 

※ 公務員ＯＢ該当者は、現任者及び任命予定者の「現（前）職」欄に[OB]と記載すること。 



役　職 氏　　名 年齢
当初就任
年月日

任期
任期満了
年月日

前　　歴 氏　　名 年齢 前　　　歴

公募 理事長 宮原　正典 65 H26.4.1
-

※1
R3.3.31

水産庁次長
【公募】

中山　一郎 63
（国）水産研究・教育機構中央水
産研究所長
日本水産（株）中央研究所養殖
R&Dアドバイザー　　　　　【公募】

農林水産大臣 R3.4.1

理　事 田中　健吾 58 H30.4.1 2 R4.3.31
水産庁資源管理部参事官
【役員出向】 理事長

理　事 堀井　豊充 59 R1.6.1 2 R4.3.31
（国）水産研究・教育機構
研究推進部長 理事長

理　事 青野　英明 59 R1.6.1 2 R4.3.31
（国）水産研究・教育機構
西海区水産研究所長 理事長

理　事 中田　　薫 62 H28.4.1 2 R4.3.31
（国）水産総合研究セン
ター本部研究推進部研究
主幹

理事長

理　事 齋藤　伸郎 56 R2.7.4 2 R4.7.3
林野庁関東森林管理局長
【役員出向】 理事長

理　事 荒井　修亮 64 R2.4.1 2 R4.3.31
国立大学法人京都大学農
学部資源生物科学科長 理事長

監　事 檜山　義明 63 H30.7.4
-

※2
R3.6

（見込）

（国）水産研究・教育機構
研究推進部長
（国）水産研究・教育機構
嘱託

農林水産大臣

監　事 鈴木　　孝 64 H30.7.4
-

※2
R3.6

（見込）

三菱日立パワーシステム
ズ（株）グローバルマネジメ
ント推進部マネージングエ
キスパート

農林水産大臣

※1　理事長の任期は、中長期目標の期間の末日まで。
※2　監事の任期は、中長期目標期間最終年度（令和２年度）の財務諸表の承認日まで。

国立研究開発法人水産研究・教育機構役員名簿新旧対照表

任命権者 発令（予定）日
現　　　　任　　　　者 就任（予定）者



役　職 氏　　名 年齢
当初就任
年月日

任期
任期満了
年月日

前　　歴 氏　　名 年齢 前　　　歴

理事長 久間　和生 71 H30.4.1
-

※1
R3.3.31

三菱電機（株）代表執行役副社
長
総合科学技術・イノベーション
会議議員

農林水産大臣

公募 副理事長 中谷　　　誠 62 H30.4.1
-

※2
R3.3.31

農林水産省農林水産技術
会議事務局研究統括官
【公募】

理事長 R3.4.1

理　事 波積　大樹 57 H30.4.1 2 R4.3.31

厚生労働省人材開発統括官付
参事官
農林水産省大臣官房付
【役員出向】

理事長

理　事 折戸　文夫 65 H30.4.1 2 R4.3.31
三菱ケミカル（株）
顧問

理事長

理　事 勝田　眞澄 63 H30.4.1 2 R4.3.31
（国）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

理事長

理　事 梅本　　雅 63 R2.4.1 2 R4.3.31
（国）農業・食品産業
技術総合研究機構総
括調整役

理事長

理　事 更田　真一郎 57 H30.4.1 2 R4.3.31
農林水産省生産局農産部
穀物課首席生産専門官
【役員出向】

理事長

理　事 中島　　　隆 61 R2.4.1 2 R4.3.31
（国）農業・食品産業技
術総合研究機構本部企
画戦略本部長

理事長

理　事 白谷　栄作 60 H30.10.1 2 R4.3.31
（国）農業・食品産業技
術総合研究機構農村工
学研究部門長

理事長

理　事 水町　功子 61 R2.4.1 2 R4.3.31
（国）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

理事長

理　事 門脇　光一 62 H30.4.1 2 R4.3.31
（国）農業・食品産業技
術総合研究機構生物機
能利用研究部門長

理事長

理　事 松田　敦郎 64 H30.4.1 2 R4.3.31
住友化学（株）アニマ
ルニュートリション事
業部長

理事長

監　事 青田　博志 55 H30.6.27
-

※3
R3.6

（見込）

農林中央金庫ＪＦマリ
ンバンク部主任考査
役

農林水産大臣

監　事 柏原　卓司 55 H30.6.27
-

※3
R3.6

（見込）

農林水産省北陸農政
局次長
【役員出向】

農林水産大臣

監　事 中根　宏行 58 H30.6.27
-

※3
R3.6

（見込）

（株）三井住友銀行本店上席調
査役
ＳＭＢＣコンサルティング（株）執
行役員企画部長

農林水産大臣

※1　理事長の任期は、中長期目標の期間の末日まで。
※2　副理事長の任期は、理事長の任期と対応する。
※3　監事の任期は、中長期目標期間最終年度（令和２年度）の財務諸表の承認日まで。

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構役員名簿新旧対照表

任命権者 発令（予定）日
現　　　　任　　　　者 就任（予定）者

再任



（国研）水産研究・教育機構理事長選任理由 

 

 本法人の使命は、水産に関する基礎から応用、実証に至る研究開

発を一貫して行う総合的な研究開発と人材育成を通じて、水産基本

法の基本理念である「水産物の安定供給の確保」と「水産業の健全

な発展」に資することを目的としている。 

 そうした組織にあって、本ポストには、法人を代表して、国際機関

や国を始め国内関係機関と連絡調整を図りながら、法人の業務を総

理して、中長期目標や中長期計画の達成に向けて、リーダーシップを

発揮して業務を的確に遂行することが求められる。 

 本件公募に対しては、６人の応募があり、選考委員会による書類選

考で３人に絞られた候補者について、選考委員会が面接を行った上

で、適任と認められた者３名を任命権者である農林水産大臣に提示

し、これに基づき、農林水産大臣が中山一郎氏を選任したところであ

る。 

 任命理由は、当該法人で２つの研究所長を歴任するなど研究分野

の専門性、経験、能力が高いこと、また、法人の改革のビジョン、意

欲が高く、将来の方向性も明確であること、さらに、当該法人で業務

の中核を担う部長を務め、堅実な手腕・力量が期待できることなどが、

選考委員会による書類選考及び面接を通じて最も高く評価されたこ

とによるものであり、農林水産大臣もそうした能力と情熱に大いに

期待しているところである。 



（国研）農業・食品産業技術総合研究機構副理事長選任理由 

 

 本法人の使命は、農業及び食品産業に関する技術の向上、生物系特

定産業（農林水産業、食品産業、醸造業等）技術の高度化、農業機械

化の促進に資するための農機具の改良に関する試験研究等及び優良

種苗の生産流通等に寄与することを目的としている。 

そうした組織にあって、本ポストには、理事長を補佐して法人の業

務を掌理し、特に研究全般に係る業務、産学官の連携及び行政との連

絡・調整等の業務、農業機械化促進に係る業務、生物系特定産業技術

研究支援センターが行う基礎的研究業務、種苗管理センターが行う

優良種苗の生産流通のための種苗検査及び種苗生産等の業務を的確

に遂行することが求められる。 

 本件公募に対しては、９人の応募があり、選考委員会による書類選

考で３人に絞られた候補者について、選考委員会が面接を行った上

で、適任と認められた者２人を理事長に提示し、これに基づき、農林

水産大臣との協議を経た上で、理事長が中谷誠氏を選任したところ

である。 

 任命理由は、現職の副理事長として様々な組織改革にあたってお

り、第三者評価も改善していることから再任に問題はなく、堅実な組

織運営や、二期目となり、新たな取組にも期待できることなどが、選

考委員会による書類選考及び面接を通じて最も高く評価されたこと

によるものであり、農林水産大臣もそうした能力と情熱に大いに期

待しているところである。 



 

選考委員会の属性について 

 

【農林水産省】 

 

・国立研究開発法人水産研究・教育機構 

 

選考委員会のメンバーの属性は以下のとおり 

   ・大学教授    ３名 

   ・公認会計士   １名 

   ・ジャーナリスト １名 

                

    計       ５名 

 

 

・国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 

 

選考委員会のメンバーの属性は以下のとおり 

   ・大学教授    ２名 

   ・公認会計士   １名 

   ・ジャーナリスト １名 

                

    計       ４名 

 


