
芝山町農地利用最適化推進委員の候補者一覧 

推薦者 

推薦の理由 

・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 土屋 範雄 年齢 ６８歳 性別 男性 

区域 大台全区 宝馬 牧野東・西 

職業 

専業農業者(農業法人を含む）  

兼業農家〔 アルバイト 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 ○ 

推薦 ○ 
農業経営の状況（作目、耕作面積等） 

畑作 ０．３ｈａ（ジャガイモ、ニンジン） 
応募  

経歴（主な役職） 

 なし 

農業委員への推薦を受けている 無 農業委員委に応募している 無 

氏名 職業 年齢 性別 

木川 幸一 飲食業 ５２歳 男性 

実川 英幸 会社員 ４８歳 男性 



推薦者 

推薦の理由 

農業に高い識見を有する。                       

                                    

                                    

氏名 内山 一 年齢 ６６歳 性別 男性 

区域 高田東・西 新井田 新井田新田 はにわ台全区 

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（作目、耕作面積等） 

水稲 ０．３ｈａ 

畑作 ２．６ｈａ（ほうれん草） 
応募  

経歴（主な役職） 

 ・民生委員 

農業委員への推薦を受けている 無 農業委員委に応募している 無 

氏名 職業 年齢 性別 

石山 款 農業 ７０歳 男性 

小川 真澄 農業 ４５歳 男性 

石  喜代志 農業 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 石井 明 年齢 ７１歳 性別 男性 

区域 加茂 白桝 浅川・稲葉 飯櫃 小原子 山田 

職業 

専業農業者(農業法人を含む）  

兼業農家〔  アルバイト   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（作目、耕作面積等） 

水稲 ０．６ｈａ 

畑作 ０．１ｈａ（里芋） 
応募  

経歴（主な役職） 

 なし 

農業委員への推薦を受けている 無 農業委員委に応募している 無 

氏名 職業 年齢 性別 

萩原 廣 農業 ７１歳 男性 

土屋 勝美 農業 ８２歳 男性 



 

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があるため。                  

氏名 渡邊 美基 年齢 ７２歳 性別 男性 

区域 岩山 川津場 三和 谷・平野 朝倉 一本松 

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（作目、耕作面積等） 

水稲   ０．２ｈａ 

露地野菜 ２ｈａ  施設園芸 ０．２ｈａ 
応募  

経歴（主な役職） 

 ・民生委員 ・地区役員 

 ・成田用水土地改良区 芝山工区 副工区長 ・丸朝園芸農協 代表理事 

農業委員への推薦を受けている 無 農業委員委に応募している 無 

氏名 職業 年齢 性別 

細野 正寿 会社員 ４０歳 男性 

伊橋 雅美 会社員 ４７歳 男性 



推薦者 

推薦の理由 

・農業に対する見識が高いため。                     

・地域の農業事情に明るいため。                     

・農業委員会事務局の経験があり、農業委員会の業務に明るいため。     

氏名 土井 正裕 年齢 ６８歳 性別 男性 

区域 山中東・西 高谷 殿部田 境・宮崎 上・下吹入 

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 〇 

推薦 ○ 
農業経営の状況（作目、耕作面積等） 

水稲   ０．６ｈａ 
応募  

経歴（主な役職） 

 ・成田用水土地改良区 高谷川下流管理工区（会計） 

農業委員への推薦を受けている 無 農業委員委に応募している 無 

氏名 職業 年齢 性別 

吉岡 良治 会社員 ５７歳 男性 

戸井 善夫 農業 ６６歳 男性 

土井 好治 農業 ６４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 萩原 典幸 年齢 ４７歳 性別 男性 

区域 菱田全区 住母家 千代田 坂志岡 

職業 

専業農業者(農業法人を含む）  

兼業農家〔   ヘアメイク   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（作目、耕作面積等） 

水稲 １ｈａ 

露地野菜 １．２ｈａ 
応募  

経歴（主な役職） 

 ・辺田地区区長 

農業委員への推薦を受けている 無 農業委員委に応募している 無 

氏名 職業 年齢 性別 

秋葉 義邦 会社員 ５１歳 男性 

小川 哲夫 農業 ５７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 松本 幸雄 年齢 ６３歳 性別 男性 

区域 小池全区 芝山 芝山台 

職業 

専業農業者(農業法人を含む）  

兼業農家〔  アルバイト 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（作目、耕作面積等） 

水稲 ０．７ｈａ 

露地野菜 ０．１ｈａ 
応募  

経歴（主な役職） 

 ・小池４区長 ・小池４農家組合長 

農業委員への推薦を受けている 無 農業委員委に応募している 無 

氏名 職業 年齢 性別 

齋藤 稔 地方公務員 ５９歳 男性 

松本 和雄 会社員 ５４歳 男性 

堀越 勝範 農業 ５４歳 男性 


