日本農業工学会歴代役員一覧
第１期
会長
副会長
副会長
理事
理事
理事
監事

(昭和 59 年 6 月～61 年 6 月）
白井 清恒（土木）
（59.7～61.6）
角田 公正（作業）
（59.7～61.6）
木谷 収（機械）
（59.7～61.6）
進藤 純男（電化）
（59.7～61.6）
森嶋 博（施設）
（59.7～61.6）
高倉 直（生環）
（60.5～61.6）
久保 祐夫（気象）
（59.7～61.6）

第２期（昭和 61 年 6 月～63 年 5 月）
会 長 須藤 清次（土木）
（61.5～63.5）
副会長 佐野 文彦（機械）
（61.5～63.5）
副会長 森嶋 博（施設）
（61.5～63.5）
理 事 井村 光男（電化）
（61.5～63.5）
理 事 米村 純一（作業）
（61.5～635）
理 事 高倉 直（生環）
（61.5～63.5）
監 事 渡部 一郎（気象）
（61.5～63.5）
第３期（昭和 63 年 5 月～平成 2 年 5 月）
会 長 角屋 睦（土木）
（63.5～2.5）
副会長 佐野 文彦（機械）
（63.5～2.5）
副会長 森嶋 博（施設）
（63.5～元.5）
〃
船田 周（施設）
（元.5～2.5）
理 事・事務局長
中川昭一郎(会長推薦）
（63.5～2.5）
理 事 春原 亘（作業）
（63.5～2.5）
理 事 高倉 直（生環）
（635～元.5）
理 事 橋本 康（生環）
（元.5～2.5）
監 事 渡部 一郎（気象）
（63.5～元.5）
〃
内島 立郎（気象）
（元.5～2.5）
監 事 井村 光男（電化）
（63.5～元.5）
〃
成田 勝彦（電化）
（元.5～2.5）
第４期（平成 2 年 5 月～平成 4 年 5 月）
会 長 中川昭一郎（土木）
（2.5～4.5）
副会長 船田 周（施設）
（2.5～45）
副会長 春原 亘（作業）
（2.5～4.5）
理事・事務局長
木谷 収（機械）
（2.5～4.5）
理事
橋本 康（生環）
（25～4.5）
理事
北村貞太郎（計画）（2.5～4.5）
理事
内嶋 立郎（気象）
（2.5～3.5）
監事
中山敬一（気象）
（3.5～4.5）
監事
成田勝彦（電化）
（25～4.5）

第５期（平成 4 年 5 月～平成 6 年 5 月）
会 長 佐野 文彦（機械）（4.5～6.5）
副会長 中野 政詩（土木）（4.5～6.5）
副会長 下田 博之（作業）（4.5～6.5）
理事・事務局長（会長推薦）
久保 七郎（4.5～6.5）
理事
橋本 康（生環）
（4.5～6.5）
理事
木谷 収（会長推薦）
（4.5～6.5）
理事
北村貞太郎（計画）（4.5～6.5）
理事
奈良 誠（施設）
（4.5～5.5）
理事
相原 良安（施設）（5.5～6.5）
監事
中山 敬一（気象）（4.5～6.5）
監事
小林 孝一（電化）（4.5～6.5）
第６期（平成 6 年 5 月～平成 9 年 5 月）
会 長 田淵 俊雄（土木）（6.5～9.5）
副会長 木谷 収（機械）
（6.5～9.5）
副会長 橋本 康(生環･植工)(6.5～9.5）
理事・事務局長（会長推薦）
白石 英彦（6.5～9.5）
理事
坂井 直樹（作業）（6.5～9.5）
理事
前川 孝昭（施設）（6.5～9.5）
理事
相賀 一郎（CELSS）
（6.5～9.5）
理事
古在 豊樹（気象）（6.5～9.5）
理事
岡本 嗣男（会長推薦）
（6.5～9.5）
監事
安富 六郎（計画）（6.5～9.5）
監事
小林 孝一（電化）（6.5～7.5）
監事
山田 弘（電化）
（7.5～9.5）
第７期 (平成 9 年 5 月～平成 12 年 5 月）
会長
橋本 康（植工）
（9.5～125）
副会長 中村 良太（土木）（9.5～12.5）
副会長 長島 守正（施設）（9.5～12.5）
理事・事務局長（会長推薦）
白石 英彦(9.5～12.5）
理事
相賀 一郎（CELSS）
（9.5～12.5）
理事
岡本 嗣男（機械）（9.5～12.5）
理事
木谷 収（会長推薦）
（9.5～12.5）
理事
古在 豊樹（生環）（9.5～12.5）
理事
世良田和寛（作業）（9.5～12.5）
理事
真木 太一（気象）（9.5～12.5）
理事
塩 光輝（情報）
（9.5～12.5）
監事
安富 六郎（計画）（9.5～12.5）
監事
相木 千尋（電化）（9.5～11.9）
監事
長坂 陽一（電化）（11.9～12.5）

第８期（平成 12 年 5 月～平成 15 年 5 月）
会 長 木谷 収（機械）
（12.5～15.5）
副会長 中村 良太（土木）
（12.5～15.5）
畠桧長 真木太一（気象）
（12.5～15.5）
理 事 大政 謙次（生態）
（12.5～15.5）
理事
蔵田 憲次（生環）
（12.5～15.5）
理事
古在 豊樹（植工）
（12.5～15.5）
理事
塩 光輝（情報）
（12.5～15.5）
理事
世良田和寛（作業）
（12.5～15.5）
理事
前川 孝昭（施設）
（12.5～15.5）
理事・事務局長
岩崎 和己(会長推薦)(12.5～15.5）
理事
田中 忠次(会長推薦)(12.5～15.5）
監事
冨田 正彦（計画）
（12.5～15.5）
監事
長坂 陽一（電化）
（12.5～13.5）
〃
花形 将司（電化）
（13.5～15.5）
第９期 (平成 15 年 5 月～平成 18 年 5 月）
会長
中野 正詩（土木）
（15.5～18.5）
副会長 真木 太一（気象）
（15.5～18.5）
副会長 前川 孝昭（施設）
（15.5～18.5）
理事
大政 謙次（生態）
（15.5～18.5）
理事
村瀬治比古（植工）
（15.5～18.5）
理事
蔵田 憲次（生環）
（15.5～18.5）
理事
世良田和寛（作業）（15.5～18.5）
理事
笹尾 彰（機械）
（15.5～18.5）
理事
町田 武美（情報）
（15.5～18.5）
理事・事務局長
岩崎 和己(会長推薦)(15.5～18.5）
理事
田中 忠次(会長推薦)(15.5～18.5）
監事
冨田 正彦（計画）
（15.5～18.5）
監事
花形 将司（電化）
（15.5～18.5）
第 10 期（平成 18 年 5 月～平成 21 年 5 月）
会 長 真木 太一（気象）
（18.5～21.5）
副会長 村瀬治比古（植工）（18.5～19.5）
（事務局長） 〃 （生工）
（20.5～21.5）
副会長 駒村 正治（土木・農工）
（18.5～21.5）
理事
前川 孝昭（施設）
（18.5～21.5）
理事
大政 謙次（生態）
（18.5～21.5）
理事
橋本 康（生環）
（18.5～18.12）
（会長推薦）
（19.5～21.5）
理事
米川 智司（作業）
（18.5～21.5）
理事
笹尾 彰（機械）
（18.5～21.5）
理事
町田 武美（情報）
（18.5～21.5）
理事・事務局長
岩崎 和己(会長推薦)(18.5～20.5）
理事
野口 伸(会長推薦)(20.5～21.5）
監事
花形 将司（電化）
（18.5～20.5）
〃
松岡 修（電化）
（20.5～21.5）

監事

千賀裕太郎（計画）（18.5～21.5）

第 11 期（平成 21 年 5 月～平成 24 年 5 月）
会 長 町田 武美（情報）（21.5～24.5）
副会長 村瀬治比古（生工）（21.5～24.5）
副会長 中 達雄（農工）
（21.5～24.5）
理事
真木 太一（気象）（21.5～24.5）
理事
渋澤 栄（機械）
（21.5～24.5）
理事
志賀 徹（施設）
（21.5～24.5）
理事
石田 憲治（計画）（21.5～24.5）
理事
大政 謙次（生態）（21.5～24.5）
理事
野口 伸(会長推薦)(21.5～24.5）
理事
岸田 義典(会長推薦)(21.5～24.5）
監事
堀尾 尚志（作業）（21.5～24.5）
監事
松岡 修（電化）
（21.5～24.5）
第 12 期（平成 24 年 5 月～平成 27 年 5 月）
会 長 大政 謙次（生態）
（24.5～27.5）
副会長 村瀬治比古（生工）（24.5～27.5）
副会長 中 達雄（農工）
（24.5～27.5）
理事
荊木 康臣（気象）（25.10～27.5）
理事
大下 誠一（機械）（24.5～27.5）
理事
田川 彰男（施設）（24.5～27.5）
理事
町田 武美（情報）（24.5～27.5）
理事
東城 清秀（作業）（24.5～27.5）
理事
野口 伸(会長推薦)(24.5～27.5）
理事
岸田 義典(会長推薦)(24.5～27.5）
監事
石田 憲治（計画）（24.5～27.5）
監事
三澤 俊哉（電化）（24.5～27.5）
事務局担当学会
（昭和 59.6～平成 20.5）
農業農村工学会
事務局長 岩崎 和己（土木・農工）
（平成 20.5～平成 23.5）
生物環境工学会
事務局長 村瀬治比古 （大阪府立大）
局員 福田弘和（大阪府立大）
(平成 23.5～平成 26.5)
農業情報学会
事務局長 町田武美（愛国学園大）
局員 武石昭二三（農林統計協会）
（平成 26.5～平成 29.5）
日本農作業学会
事務局長 東城清秀（東京農工大学）
局員 武石昭二三（農林統計協会）

