
農業委員候補者_中間発表（順不同）

No. 候補者氏名 職業

H29.
4.1

現在
年齢

性別 経歴（主な役職）
農業経営
の状況

認定農
業者等
である
か否か

最適化
推進委
員への
被推薦・

応募

農業委員への推薦者 推薦又は応募の理由

1 松本　久明 農業 56 男

農業委員4期H17.7～現在
戸蒔西部水利組合理事長H14.4～現在
仙北農業狭隘組合総代H6.6～現在
JA秋田おばこ総代H19.6～現在
大仙市大曲認定農業者会議理事H21.4～現在

水稲840a
作業受託170a

○ （自薦による応募）
　4期12年の経験を活かし、若手就農者・新規就農者への6次産業化への誘導・応援、担い手・後
継農業者への優良農地の集積・集約化を図る。また、遊休農地の改善や、地域農業の活性化に
向けた活動が、私の農業委員の職務と考えております。

2 三浦　功 農業 66 男

H8大曲市農業委員 以後7期連続で現在に至る
花館財産区議会議員H23～現在2期目
JAあきたおばこ農協総代(当初より)
仙北農業共済組合総代(10期)

耕作面積4.2haの専
業農家(主に水稲､大
豆)

○ （自薦による応募）

　花館地域においては、農地法第4条及び5条に規定する申請が特に多く、他の地域の数倍にも
達する為に農家に対する特段の指導と配慮が必要と思われます。もちろんですが、農地の集約
や、大規模化、耕作放置農地の解消など課題は沢山ありますが、長年の農業委員と地域の一議
員の経験とで農家の皆さんの相談相手となれればと思います。

3 小松　亥佐夫
農業
法人
役員

71 男
農業委員
山城水系土地改良区副理事長

耕作面積約95ha
生産物：水稲、大
豆、ｼｲﾀｹ、大豆加工

認定
農業
法人
役員

（自薦による応募）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
山城水系土地改良区

　要望があったので、これまでの活動実績を生かして望みたい。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　現在までの農業委員としての活動から見て継続を望むものである。

4 伊藤　隆康 農業 69 男 農業委員5期H13.7～現在 水稲643a ○ （自薦による応募） 　大仙市の農業委員を５期めであり、もう尐し農家の為に尽力したい。

5 菅原　廣太郎 農業 67 男

大仙市西部農業委員2期H17.7～
大仙市農業委員2期H23.7～現在
大仙市西仙北認定農業者協議会会長･現在
JA秋田おばこ西仙北地区総代･現在

水稲600a
畑作120a
ﾏｲﾀｹ菌床1500ｹ

○ 半道寺自治会 　長年、半道寺自治会の役員を務めており地区の農業全般の指導者的立場として活躍中です。

6 田口　繁 農業 67 男
農業委員5期H14.7～現在
大仙市西仙北土地改良区理事8期H6.1～現在
(農)強首地区CE利用組合理事6期H23.6～現在

水稲938a
(現在圃場整備面工
事進行中H29年度終
了予定)

○ （自薦による応募）
　農家・農地を守る地域の代表として国・県からの情報を提供すると共に、今後さらに増加するで
あろう耕作放棄地の発生防止、解消などに頑張る所存であります。

7 佐々木　忠永 農業 64 男
農業委員7期H8.7～現在
北野目自治会会長H28.1～現在

水稲1800a
花10a

○ （自薦による応募）
　優良農地の確保・集積、耕作放棄地の解消、担い手の育成などこれからも地域農業に尽くしたと
思っています。

8 田村　誠市
農業
法人
役員

60 男 農業委員4期H17.7～現在

水稲45ha
大豆32ha
りんどう70a
ぶどう50a

認定
農業
法人
役員

田村清亮　農業法人役員　65歳
田村一成　農業法人役員　57歳
相馬九右エ門　農業法人従業員　68歳

・地域内の農地の集積、集約に努めている。
・農地中間管理機構の推進に努めている。
・集落営農、法人化の推進に努めている。

9 信田　浩則 農業 55 男

農業委員H26.7～現在
大仙市立豊成中学校PTA会長H11.4～H16.4
仙北農業共済組合理事4期H10～H22
大仙市民生委員H25.12～現在2期目

水稲910a
WCS 70a
施設園芸(ﾄﾏﾄ)500坪

○ （自薦による応募）
　農業の担い手の育成及び地域の特性を生かした農業や農村の活性化を推進する為。
　遊休農地の発生防止と将来的に農地の集約が出来るよう地域農業の相談に応じられる農業委
員を目指す。

10 玉井　慎太郎 農業 38 男 平成24年に就農し、現在に至る。
35aの借地でﾘﾝﾄﾞｳを
栽培

岩田長市　農業　70歳
伊藤俊雄　農業　64歳
髙橋章夫　農業　65歳

　年齢も40歳前と若く、農業生産法人の従業員として米、ﾘﾝﾄﾞｳ等、意欲的に取り組んでいる。

11 足達　信廣 無職 62 男
平成27年3月 秋田県職員退職(終始､農林水産部に勤務)
平成27年4月～ 県立大曲農業高等学校学校評議委員

該当無し(所有農地
は農業法人へ委託
済み)

（自薦による応募）

・40年近く県農政に従事した経験を生かしたい。旧県農林事務所時代は農地法に基づく許認可事
務等を含む農業委員会の業務全般も担当した経験がある。農地法に係る申請を適正に審査しな
がら遊休農地の解消、担い手への農地の集積等を推進したい。併せて農業を取り巻く厳しい環境
の中、当業務を通じて農業経営の安定、地域農業の活性化等に貢献したい。

12 鈴木　正雄
農業
法人
役員

62 男
農業委員3期H20.7～現在
協和土地改良区理事H10.4～H28.3
秋田県協和土地改良区理事長H28.4～現在

経営面積87ha

認定
農業
法人
役員

淀川振興協議会
　これからの農業展望は個人的には経営困難になり、すべてが集団的若しくは農業法人化体制で
維持、拡大することが、増収、増益にかかせません。そのため地域に精通している、鈴木正雄さん
を推薦いたします。
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13 茂木　靖雄
農業
法人
役員

64 男

農業委員2期H23.7～現在
地縁団体稲沢部落会会長H9.6～H24.1
農事組合法人稲沢生産組合代表理事H18.5～現在
協和地区農事組合法人連絡協議会事務局H26.6～現在
協和地区無人ﾍﾘ連絡協議会会長H28.3～現在

水稲26ha
大豆13.5ha
請負防除400ha

認定
農業
法人
役員

大仙市協和認定農業者協議会
　農業経営基盤強化法に位置づけられた協議会設立当初から役員として尽力し、協和地域農業
をけん引しながら広く研鑽を積み、自らも(農)稲沢生産組合を設立して代表として複合経営による
地域農業の発展に尽くしている。

14 伊藤　又エ門 農業 64 男

農業委員4期H17～現在
木直水利組合長H24～
農業共済組合理事H17～4期

水稲1000a
ｱｽﾊﾟﾗ30a

○
相馬正行　農業　65歳
伊藤成幸　農業法人役員　54歳
相馬輝夫　農業　66歳

　長年に渡り、地域の水利組合の事業に携わり、数多の事柄を修治しており、最適任と思い、推薦
致します。

15 小松　伸一 農業 56 男

農業委員1期 H26.7.31～現在
秋田県仙北平野土地改良区　総代H25.12.11～現在
横堀地区管理組合　代表監事H28.2～現在
支用２７号水利組合長　H28.～現在
大仙市横堀地区広域協定運営委員会運営委員H20.4～現在

水稲735a
小麦116a
露地野菜8a

○

横堀地区管理組合
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
大仙市横堀地区広域協定運営委員会
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
横堀地区土地改良組合
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
大仙市仙北地区認定農業者協議会

　当団体の目的を良く理解し、農地の保全管理・利用集積についての知識に富み、農家や地域住
民との橋渡しとして活動されることが容易に思慮されることから、農業委員として適任であり推薦
する。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　当運営委員会の目的である農用地・水路等の環境保全のリーダーとして誠実に活動されており
ます。又、担い手の農業経営指導、利用集積の活動はもとより他団体役員も精力的に活動されて
おり、地域の人材として将来を託せる方であります。従って農業委員として適任者であるので推薦
いたします。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　平成２６年より農業委員として農業行政に参画し農地の適正な管理に尽力し、実直な人柄で周
囲からの信頼も厚く、農業委員として適任者であり、地域の期待に応えられる人材であると確信す
ることから推薦いたします。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　温厚な性格と強い責任感で、地域農業の活性化に尽力されている。農業委員として、１期の経
験があり、様々な研修等に参加して知識と経験を深めており、地域農業のために尽力したいとの
意欲も高いので、農業委員として推薦します。

16 髙橋　鶴松 農業 62 男

農業委員7期(H20年度15年表彰秋田県農業会議)
  (H5.7.20～H23.7.19 H26.7.31～現在)
大仙市農業委員会農政専門委員会副委員長
大仙市仙北地区認定農業者協議会副会長
横堀地区土地改良組合代議員
秋田おばこ農業協同組合総代・仙北農業共済組合総代
仙北ハトムギ部会長

水稲3.2ha
仙北ﾊﾄﾑｷﾞ2.3ha

○ 横堀地区土地改良組合
　数々の役職の経験を活かし、活発な議論ができる方。地域の事だけでなく、地域の枠を超えた
広範囲で物事を考える事の出来る方で公平に判断し、責任感が強く勉強熱心である。今後も農業
委員としてふさわしい活躍ができるものと考えますので推薦します。

17 小松　強 農業 66 男
農業委員5期H14.7.20～現在
大仙市消防団仙北支団　副支団長
大仙市仙北西地区広域協定運営委員会　副会長

田1630a 畑12a
水稲、大豆、飼料用
米、牧草の生産販
売、農作業受託

○

（自薦による応募）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
横堀地区管理組合
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
大仙市仙北西地区広域協定運営委員会
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
大仙市仙北地区認定農業者協議会

　地域農業や環境の保全と発展（耕作放棄地の発生防止等）農家の抱える様々な課題や問題（農
地利用の集積、集約化等）農地利用の最適化に向けて地域の為に全力で働く農業委員となること
を決意しました。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　当団体の目的を良く理解し、農地の保全管理・利用集積についての知識に富み、農家や地域住
民との橋渡しとして活動されることが容易に思慮されることから、農業委員として適任であり推薦
する。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　当団体の趣旨をよく理解し、農用地、水路、農道等の地域資源及び農村環境の保全活動に指導
者として、率先活動する姿は他の模範であり大仙市農業委員として適任である。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　平成１４年より農業委員として、農業行政に参画し、農地の適正な管理に尽力されており、温厚
な性格と強い責任感で周囲からの信頼も厚く地域農業の発展に多大に貢献している。今後とも農
業委員として地域の期待に応えられる人材であると確信することから推薦します。

18 齋藤　久人 農業 64 男

農業委員H17～現在
秋田県仙北平野土地改良区理事 H26.2～現在
仙北平野土地改良区高梨管理組合組合長
大仙市高梨地区広域協定保全会組織会長
大仙市人・農地ﾌﾟﾗﾝ検討委員会委員
大仙市仙北地区認定農業者協議会前会長 H25～H28.6

水稲12.6ha
大豆・野菜等3.2ha

○ 大仙市仙北地区認定農業者協議会

　齋藤久人君は、土地改良団体役員と高梨管理組合の組合長をしており、農地や農業者を良く
知って居ます。管理組合主導の元に高梨保全会組織の会長でも有り、住民と一体の成り地域の
草刈等で農業者の労力軽減と地域環境保全に励んで居ます。農業委員を４期務め、農業委員の
職務を適切に行える方で有り、農地利用最適化の推進に最も適して居りますので、農業委員に推
薦します。

19 長澤　信徳 農業 65 男

農業委員5期H12～現在
駒場部落総代H23～現在
太田地域自治組織連絡協議会副会長H24～現在
南部ｺﾐｭﾆﾃｨ(旧横沢村)会長H26～現在

水稲1200a
大豆1200a

○ 農事組合法人駒場南
　同氏は農業委員を長年務めて当地区並びに太田地域の土地の斡旋・売買を行って地域の発
展、又農地の集積等に努めてきました。引続きその経験を生かし仕事をしてもらいたい。
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