
　10月の人事異動により、広報誌「基金now」の編集作業に携わるのは今号
が最後となりました。本誌は令和２年１月に発刊しましたが、その時の“生み
の苦労”は、創刊号の編集後記に、担当Ｋ氏が熱く述べています。また、創刊
号では「突撃！ 現地レポート」として北海道の農林水産業の現場を巡ること
ができましたが、その後、新型コロナの影響もあり、現地取材ができず、こ
の続編に着手できていないことが心残りです。
　最後に、これまで広報誌の作成にあたりご協力いただいた皆様、ご多忙の中ご寄稿いた
だいた皆様に厚く感謝申し上げますとともに、引き続き「基金now」をご愛読いただけ
ればと存じます。

(広報誌編集担当F)

編集後記
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信用基金の動き・人事異動等

信用基金の動き

人事異動

退職
（預金保険機構検査部参事役へ）
退職
（軽自動車検査協会本部参事役へ）
林業信用保証管理部長事務取扱
総括調整役（林業）

監理室長　八幡　隆幸

林業信用保証管理部長　越渡　康弘

岡村　和哉

令和３年６月２９日付

退任
退任
（林野庁東北森林管理局長へ）
退任
退職
（北海道農政事務所次長へ）
退職

副理事長　森島　和正
総括理事　宮澤　俊輔

理　　事　小林　孝行
総括調整役　川野　豊　

農業信用保険業務部長　宮下　幸正

令和３年９月３０日付

副理事長
総括理事
総括理事
（林野庁国有林野部付より）
理　　事
理　　事
（東京海上日動火災保険（株）より）
農業信用保険業務部長
漁業調整室長事務取扱

総括理事　深水　秀介
理　　事　北村　秀孝

𠮷村　洋　

農業信用保険業務部長　宮下　幸正
北　　英敏

漁業調整室長　平岡　正信
参　　事　高木　昭彦

令和３年１０月１日付

企画調整室長
（農林水産省大臣官房政策課調査官
兼経営局金融調整課付より）
監理室長
（財務省国際局調査課主任為替実査官より）
総務経理部考査役（林業信用保証管理部担当）
（関東財務局統括証券検査官より）

加藤　弘剛

増永　武　

御園　一　

令和３年７月１日付

退職
（水産庁資源管理部国際課長へ）

企画調整室長　水川　明大

令和３年６月３０日付

運営委員会を開催し、令和２年度の業務実績に係る評価結果及び決算等
について報告9/10,9/14,9/21

令和２年度財務諸表について主務大臣の承認8/12

令和２年度の業務実績に係る評価結果について主務大臣が総務省に通知8/27

農林水産省独立行政法人評価有識者会議農林漁業信用基金部会8/5
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持続可能なマグロの養殖について
株式会社ツナドリーム五島 代表取締役 高橋誠22 25

農業信用保険業務のパンフレットを
リニューアルしました。
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