
芝山町農業委員会委員の候補者一覧 

推薦団体 

推薦の理由 

行政と一体となり地域農業の発展を図るため、農協の理事を委員として推薦する。      

                                          

                                          

 

氏名 伊藤 正明 年齢 ７１歳 性別 男性 

職 業 

専業農業者(農業法人を含む） ○ 

兼業農家〔         と兼業〕  

その他：  

認定農業者

か否かの別 
認定農業者である 〇 

認定農業者に準ずる者である 
 

上記のいずれでもない    

推薦 ○ 
農業経営の状況 

水稲 １．５ha 
応募  

経歴（主な役職） 

・山武郡市農業協同組合 理事 ・芝山町農業委員会 会長 

農地利用最適化推進委員への推薦を

受けている 無 農地利用最適化推進委員に応募している 無 

山武郡市農業協同組合 代表理事組合長 土屋秀雄 構成員数 ２１，８６７人 

団体の目的 

「農家の所得向上」「地域の活性化」「組

合員・利用者のサービスの向上」を実現

するための、農を基軸とした経営基盤確

立と利用者満足度向上を基本理念として

いる。 

構成員になる要件 

主に正組合員は、１０アール以上の土地を耕作する農業を営む個人又は

１年のうち９０日以上農業に従事する個人であって、その住所又はその

従事する農業に係る土地又は施設が組合の地区内にあること。 

准組合員は、組合の地区内に住所を有する個人で組合の事業を利用する

ことが適当と認められること。 



応募の理由 

耕作放棄地を増やさず、町農業の維持発展に協力出来ればと思い応募した。  

                                    

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

氏名 松本 光芳 年齢 ７０歳 性別 男性 

職 業 

専業農業者(農業法人を含む）  

兼業農家〔         と兼業〕  

その他：自動車整備業 ○ 

認定農業者

か否かの別 
認定農業者である  

認定農業者に準ずる者である  

上記のいずれでもない ○ 

推薦  
農業経営の状況 

なし 
応募 ○ 

経歴（主な役職） 

・芝山町商工会 理事 ・芝山町中央地区社会福祉協議会委員 

・芝山町農業委員会 会長代理 

農地利用最適化推進委員への推薦を

受けている 無 農地利用最適化推進委員に応募している 無 



応募の理由 

農業に関しての知識を高めたいためです。                 

                                    

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

氏名 川口 弘子 年齢 ６３歳 性別 女性 

職 業 

専業農業者(農業法人を含む） 〇 

兼業農家〔         と兼業〕  

その他：  

認定農業者

か否かの別 
認定農業者である  

認定農業者に準ずる者である  

上記のいずれでもない ○ 

推薦  
農業経営の状況 

水稲 １１ha 

畑作 ０．８ ha （落花生） 
応募 ○ 

経歴（主な役職） 

・芝山町保健推進協議会 会長 ・芝山町福祉協議会給食サービス委員 

農地利用最適化推進委員への推薦を

受けている 無 農地利用最適化推進委員に応募している 無 



応募の理由 

農業に関して高い関心を持っているため。                 

                                    

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

氏名 鈴木 好子 年齢 ６３歳 性別 女性 

職 業 

専業農業者(農業法人を含む） 〇 

兼業農家〔         と兼業〕  

その他：  

認定農業者

か否かの別 
認定農業者である  

認定農業者に準ずる者である  

上記のいずれでもない ○ 

推薦  
農業経営の状況 

水稲０．４ha 

畑作０．３ha（ブルーベリー、オクラ） 
応募 ○ 

経歴（主な役職） 

 なし 

農地利用最適化推進委員への推薦を

受けている 無 農地利用最適化推進委員に応募している 無 



推薦団体 

推薦の理由 

農業経験も長く、管理工区役員として地区内農地の維持管理にも貢献され、また成田用水 

土地改良区の理事としても豊富な経験を活かしご活躍されていますので、是非とも推薦し 

たい。                                      

 

氏名 大木 正勝 年齢 ７４歳 性別 男性 

職 業 

専業農業者(農業法人を含む） ○ 

兼業農家〔         と兼業〕  

その他：  

認定農業者

か否かの別 
認定農業者である  

認定農業者に準ずる者である 
 

上記のいずれでもない   〇 

推薦 ○ 
農業経営の状況 

水稲 １．５ha 
応募  

経歴（主な役職） 

・成田用水土地改良区 理事 ・成田用水土地改良区 高谷川下流管理工区長 

・芝山町農業委員 

農地利用最適化推進委員への推薦を

受けている 無 農地利用最適化推進委員に応募している 無 

成田用水土地改良区 理事長 成尾政美 構成員数 ３,００８人 

団体の目的 

農業用用排水、区画整理などの各

種土地改良事業を実施すること。 

構成員になる要件 

・事業地区内の農地法第３条資格者 

・土地改良法第３条による資格を有する者 



推薦者 

推薦の理由 

・地域農業に精通しているため。                      

・農業に対する意欲を感じるため。                     

                                    

                                    

 

氏名 小川 勝雄 年齢 ５９歳 性別 男性 

職 業 

専業農業者(農業法人を含む） 〇 

兼業農家〔         と兼業〕  

その他：  

認定農業者

か否かの別 
認定農業者である 〇 

認定農業者に準ずる者である  

上記のいずれでもない  

推薦 ○ 
農業経営の状況 

水稲 ２ｈａ 

露地野菜 １ｈａ 
応募  

経歴（主な役職） 

 なし 

農地利用最適化推進委員への推薦を

受けている 無 農地利用最適化推進委員に応募している 無 

氏名 職業 年齢 性別 

長谷川 薫 会社員 ５７歳 男性 

岩澤 達弥 農業 ６１歳 男性 



推薦者 

推薦の理由 

成田用水土地改良区での勤務実績があり、農業に高い識見を有するため。   

                                    

                                    

                                    

 

氏名 鈴木 英範 年齢 ５９歳 性別 男性 

職 業 

専業農業者(農業法人を含む） ○ 

兼業農家〔         と兼業〕  

その他：無職  

認定農業者

か否かの別 
認定農業者である  

認定農業者に準ずる者である  

上記のいずれでもない ○ 

推薦 ○ 
農業経営の状況 

水稲 １ｈａ 
応募  

経歴（主な役職） 

 ・上吹入区長 

 ・成田用水土地改良区 職員 

農地利用最適化推進委員への推薦を

受けている 無 農地利用最適化推進委員に応募している 無 

氏名 職業 年齢 性別 

岩内 雅和 会社員 ６０歳 男性 

吉岡 克訓 会社員 ４１歳 男性 

大道寺 治雄 会社員 ５１歳 男性 



推薦団体 

推薦の理由 

農業共済組合の総代として農業共済制度の普及推進に尽力され組合の運営に

寄与し、さらに認定農業者として地域農業の発展にも貢献をされている。  

                                    

氏名 藤城 英明 年齢 ７０歳 性別 男性 

職 業 

専業農業者(農業法人を含む） ○ 

兼業農家〔         と兼業〕  

その他：自動車整備業  

認定農業者

か否かの別 
認定農業者である ○ 

認定農業者に準ずる者である  

上記のいずれでもない  

推薦 ○ 
農業経営の状況 

施設園芸 ０．２５ｈａ 
応募  

経歴（主な役職） 

・千葉県農業共済組合 総代 

農地利用最適化推進委員への推薦を

受けている 無 農地利用最適化推進委員に応募している 無 

千葉県農業共済組合 組合長理事 秋山清壽 構成員数 ５５，８５２人 

団体の目的 

農業経営の安定を図るため、農業

者が受けることのある損失を補填

する共済の事業並びに農業収入の

減少に伴う農業経営への影響を緩

和する保険の事業を行う農業保険

の制度を確立し、もって農業の健

全な発展に資することを目的とす

る。 

構成員になる要件 

当組合の区域内に住所を有する者で次の業務を営む者 

・水稲又は麦につき耕作の業務を営む者 

・牛、馬又は豚につき養蓄の業務を営む者 

・大豆、梨につき栽培の業務を営む者 

・特定園芸施設を所有し又は管理する者で農業を営む者 

・建物又は農耕具を所有する者で農業に従事する者 



推薦者 

推薦の理由 

・農業に高い識見を有するため。                     

・地域農業に精通しているため。                     

・農地利用の最適化に意欲を持つため。                  

                                    

 

 

氏名 吉河 一男 年齢 ６４歳 性別 男性 

職 業 

専業農業者(農業法人を含む） 〇 

兼業農家〔         と兼業〕  

その他：  

認定農業者

か否かの別 
認定農業者である 〇 

認定農業者に準ずる者である  

上記のいずれでもない  

推薦 ○ 
農業経営の状況 

水稲 ９ｈａ 
応募  

経歴（主な役職） 

 ・法人白桝 理事 ・白桝区長 ・JA運営委員 

農地利用最適化推進委員への推薦を

受けている 無 農地利用最適化推進委員に応募している 無 

氏名 職業 年齢 性別 

小嶋 秀樹 農業 ６６歳 男性 

木内 英夫 農業団体役員 ６９歳 男性 



推薦者 

推薦の理由 

農家組合長を過去何度も務めており、区の信頼も厚く、農業に高い識見を有し

ている。また、町農地利用最適化推進委員を歴任し、農地利用の最適化に意欲

を持っていることから推薦する。                     

 

氏名 堀越 幸一 年齢 ７１歳 性別 男性 

職 業 

専業農業者(農業法人を含む）〔酪農家〕 〇 

兼業農家〔        と兼業〕  

その他：  

認定農業者

か否かの別 
認定農業者である 〇 

認定農業者に準ずる者である  

上記のいずれでもない  

推薦 ○ 
農業経営の状況 

畑 ３ｈａ 
応募  

経歴（主な役職） 

 ・千葉県三和酪農農業協同組合 理事 

 ・芝山町農地利用最適化推進委員 任期：平成 28年 4月 1日～平成 31年 3月 31日 

農地利用最適化推進委員への推薦を

受けている 無 農地利用最適化推進委員に応募している 無 

氏名 職業 年齢 性別 

生駒 孝雄 農業 ６９歳 男性 

岩澤 勝則 農業 ６１歳 男性 

堀越 昇 会社員 ６８歳 男性 



推薦者 

推薦の理由 

地域農業に精通しているため。                      

                                    

                                    

 

 

氏名 岩澤 勝敏 年齢 ５２歳 性別 男性 

職 業 

専業農業者(農業法人を含む） 〇 

兼業農家〔        と兼業〕  

その他：  

認定農業者

か否かの別 
認定農業者である 〇 

認定農業者に準ずる者である  

上記のいずれでもない  

推薦 ○ 
農業経営の状況 

水稲 ９ｈａ 
応募  

経歴（主な役職） 

 ・牧野区長 ・農家組合長 

農地利用最適化推進委員への推薦を

受けている 無 農地利用最適化推進委員に応募している 無 

氏名 職業 年齢 性別 

岩澤 幹夫 農業 ８０歳 男性 

江原 幸司 農業 ５２歳 男性 

香取 和成 農業 ７３歳 男性 



推薦者 

推薦の理由 

地域農業に精通し、農業発展に意欲的のため。               

                                    

                                    

 

 

 

氏名 大木 明男 年齢 ５７歳 性別 男性 

職 業 

専業農業者(農業法人を含む） 〇 

兼業農家〔        と兼業〕  

その他：  

認定農業者

か否かの別 
認定農業者である 〇 

認定農業者に準ずる者である  

上記のいずれでもない  

推薦 ○ 
農業経営の状況 

水稲 １．３ｈａ 

露地野菜 ２ｈａ 
応募  

経歴（主な役職） 

 ・JA千代田支所 園芸部部長 

農地利用最適化推進委員への推薦を

受けている 無 農地利用最適化推進委員に応募している 無 

氏名 職業 年齢 性別 

大木 隆 会社員 ４９歳 男性 

藤﨑 廣 農業 ６７歳 男性 



推薦者 

推薦の理由 

地域農業に精通しているため。                      

                                    

                                    

氏名 堀越 敏幸 年齢 ６１歳 性別 男性 

職 業 

専業農業者(農業法人を含む）  

兼業農家〔 山武郡市農協職員 と兼業〕 〇 

その他：  

認定農業者

か否かの別 
認定農業者である  

認定農業者に準ずる者である  

上記のいずれでもない 〇 

推薦 ○ 
農業経営の状況 

水稲 １ｈａ 

露地野菜 １ｈａ 
応募  

経歴（主な役職） 

 ・山武郡市農協 監査部長 

農地利用最適化推進委員への推薦を

受けている 無 農地利用最適化推進委員に応募している 無 

氏名 職業 年齢 性別 

平井 和武 運送業 ５２歳 男性 

伊藤 克彦 自営業 ４３歳 男性 


