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部　　署 役　　職 氏　　名 部　　署 役　　職 氏　　名 部　　署 役　　職 氏　　名
畜産課 課長 斉木　孝 岡山家保 所長 西家　忠治 総合畜産センター 所長 難波　博一
（23） 副課長 河井　伸充 　家畜保健衛生課 課長　 江本　正 （３６） 次長（事務） 加藤　利通
(086ｰ224ｰ2111) 総括参事（酪農飼料班長） 若田　茂 （２1） 副参事 江田　泰一 (0867ｰ27ｰ3321) 次長（技術） 野口　竜三
　経営流通班 総括参事(経営流通班長） 広金　弘史 (0867ｰ24ｰ3880) 主幹 多賀　伸夫 特別企画専門員 疇地　勅和
(086ｰ226ｰ7428) 副参事 岸戸　武士 主幹 牧野　俊英 特別研究員 小田　頼政

副参事 久世　寿男 主任 篠田　剛 総務課 総務課長事務取扱 （加藤　利通）
主幹 抅井　昭典 主任 佐藤　静子 主幹 角南　信也

　酪農飼料班 副参事 菱川　雅弘 （休） 主任 出石　節子 主任 隅田　めぐみ
(086ｰ226ｰ7429) 主幹 高木　克己 主任 橋田　明彦 主任 殊井　麗子

主任 横内淳一郎 主任 田中　静香 主任 板持　泰史
主任 岡田　英樹 主任 濱下　香那子 主任 樋口　久男
主任 馬場　彩 技師 澤井　紀子 主事 安田　亮
技師 高取　和弘 技師（代替） 未定 経営開発部 部長（専門研究員） 栗木　隆吉

　食肉鶏卵班 総括副参事（食肉鶏卵班長） 中塚　陽二郎 技師 三田　哲朗 （企画情報科） 科長（専門研究員） 山田　徹夫
(086ｰ226ｰ7430) 主幹 藤原　努 　病性鑑定課 課長（所長兼務） （西家　忠治） 専門研究員 津寺　春良

主幹 西川　真琴 (0867ｰ24ｰ3855) 特別研究員 大内　紀章 （先端技術科） 科長（専門研究員） 平田　祐介
主任 藤原　裕士 特別企画専門員 額田　和敬 研究員 有安　則夫
技師 小林　宙 専門研究員 別所　理恵 技師 中藤　由紀

　衛生環境班 総括参事（衛生環境班長） 加藤　信介 専門研究員 澤田　勝志 大家畜部 部長事務取扱 （小田　頼政）
(086ｰ226ｰ7431) 主幹 岡田　ひろみ 研究員 田原　鈴子 （酪農飼料科） 科長（専門研究員） 長尾　伸一郎

主任 森分　哲彦 研究員 平井　伸明 研究員 瀬尾　聡一
主任 田辺　裕司 研究員 萱原　佳美 技師 森淸　邦彦
主任 佐野　通 技師 高崎　緑

井笠家保 所長 貝原　裕彰 （受精卵供給科） 科長（専門研究員） 中原　仁
備前県民局（4） 総括副参事（畜産班長） 砂原　一彦 （１０） 次長 河原　宏一 研究員 坂部　吉彦
(086ｰ233ｰ9828) 主幹 川尻　鉄也 (0866ｰ84ｰ8221) 副参事 松長　清美 技師 小田原　春菜

主任 黒岩　力也 主幹 澤田　健二 和牛改良部 部長事務取扱 （野口　竜三）
主任 高橋　瑞穂 主幹 武縄　勝浩 （肉牛改良科） 研究員科長 片岡　博行

主任 守屋　吉英 研究員 中山　裕貴
備中県民局（9） 総括副参事（畜産第一班長） 山本　康廣 主任 池田　克美 技師 平井　雄一郎
(086ｰ434ｰ7033) 副参事 多田　幸四郎 主任 金岡　孝和 （生産技術科） 科長（専門研究員） 木曾田　繁

主幹 吉元　和明 主任 横内　百合香 技師 笹尾　浩史
主任 脇本　進行 技師 藤澤　秀世 技師 立川　優子
主任 植田　幹隆 環境家畜部 部長事務取扱 （疇地　勅和）
技師 難波　かおり 高梁家保 所長 黒瀬　浩平 （中小家畜科） 科長（専門研究員） 森　 　尚之

（10） 次長 田中　敏行 研究員 滝本　英二
(0867ｰ72ｰ9166) 総括副参事（畜産第二班長） 平野　充生 (0866ｰ22ｰ2077) 副参事 北村　直起 技師 金谷　健史

主幹 斉藤　浩史 副参事 田林　宏一 （環境衛生科） 科長（専門研究員） 白石　誠
技師 荒金　知宏 主幹 中村　浩三 研究員 水木　剛

主任 児子　友美 技師 梯　洋介
美作県民局（10） 農林水産事業部長 柴田　範彦 主任 山内　章江
(0868ｰ23ｰ1310) 農畜産物生産課長 大谷　啓介 主任 清水　淳也

総括副参事（畜産第一班長） 馬場　誠 （休） 技師 黒岩　恵
主幹 行森　美枝 技師（任期付き） 中村　行雄
主任 高取　健治 食肉市場（８） 場長 山田  義和
主任 内田　啓一 真庭家保 所長 森本　博之 (086ｰ272ｰ2138) 次長（総務課長） 三谷　雅俊
主任 菅谷　麻由子 （１0） 次長 早瀬　文繁 総務課 主幹 小野　隆史

(0867ｰ44ｰ2231) 副参事 権代　将人 主任 山本　真吾
(0867ｰ44ｰ7564) 総括副参事（畜産第二班長） 秋山　俊彦 主幹 遠藤　広行 主任 大原　孝史

主任 塩田　鉄朗 主幹 松馬　定子 業務課 課長 平本　圭二
主任 今井　久志 主任 高見　剛 主幹 河原　貴裕

（休） 主任 錦織　拓美 主任 田中　健嗣
主任 福島　成紀
主任 いざさ　啓介 酪農大学校 校長 上原　逸史(OB)
主任 岡本　雄太 （６） 副校長 谷田　重遠
技師（代替） 未定 　総務課 課長 中務　浩一

　教務課 課長(副校長兼務) （谷田　重遠）
津山家保 所長 大塚　武宣 　経営課 課長 井上　信治
（１６） 参事 小椋　雅弘 (0867ｰ66ｰ3651) 主任(第一牧場長) 関　哲生
(0868ｰ29ｰ0040) 副参事 小阪　和正 (0867ｰ66ｰ3125) 主任(第二牧場長) 串田　晴彦

主幹 橋本　尚美
主任 秦　　 守男
主任 板坂　義昭
主任 片岡　まどか
主任 佐々木真也
主任 西　　淳子
主任 定森　淑子

(休） 主任 有安　亮代
主任 小田　亘
主任 茂　   啓介
技師 岡本　幸
技師（任期付き） 武本　成十
技師 古田　琴


