
推進委員候補者 H29.4.3現在

No. 担当区域 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

農業委
員への
被推
薦・応

募

農地利用最適化推進委員への推薦
者

推薦又は応募の理由

1 大曲　１ 高橋　芳太郎 農業 66 男
小貫集落営農組合組合長
小貫生産組合組合長（大豆部門）
全国豆類経営改善共励会政策統括官賞受賞H28.6.29

経営農地26ha
(水稲15ha
 大豆11ha)

○ (自薦による応募）
　住宅地や商店等が多い市街地に隣接する農用地が多い地区にあり、離農を覚悟している
農家も多数あります。今後に続く優良農地を荒すことのないよう地域の担い手への集積を念
頭に適切なる農地利用を図りたいと思います。

2 大曲　２ 伊藤　徳則
農業
法人
役員

62 男 農事組合法人大曲代表理事

耕作面積
1875a
(水稲1679a,大
豆132a,露地野
菜60a)

認定
農業
法人
役員

(自薦による応募）

　大曲市街地の南東部に位置する当該地は大型店舗や宅地化の普及が著しく農村環境もま
た変化してきている所です。また、農外職種に付く後継者が多く離農希望者が年々多くなって
いるところです。そこで残された優良農地を保持するため担い手への集積や土地利用の的確
化を図るため微力ながら尽力したいと思います。

3 大曲　３ 佐藤　洋悦 農業 65 男
花館営農組合長H18～H29.3
花館財産区議員H15～現在
大仙市消防団大曲支団第3分団長 現在

水稲1000a
大豆500a

○ (自薦による応募）
　農地の無断転用の防止、解消及び集積・集約化、耕作放棄地の発生防止、解消などに努
めたい。

4 大曲　４ 佐々木　正五 農業 67 男

内小友大島自治会長H16.4～現在
宮林・大島水土里保全協議会代表H27.6～現在
山城水系土地改良区監事H26.5～現在
内小友地区ｺﾐｭﾆﾃｨ会議副会長H22.4～現在

水稲210a 山城水系土地改良区
　長年の営農指導の経験から、集落自治会長や多面的機能支払交付金事業の代表を務め、
地域農家の人望も厚く、推進委員として適任である。

5 大曲　５ 井上　時雄
農業
法人
役員

68 男

農業委員H23.7～
会社役員代表取締役H18～
土地改良区理事H23.4～

H18(有)井上農
産設立
水稲40ha
大根8ha・加工

認定
農業
法人
役員

(自薦による応募）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中沢自治会

　農業委員の経験を生かして、今後は農地の流動化を図りたい。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農業委員や土地改良区の理事等を長年務め、農地等に関して熱意と識見を有しており適
任だと思います。

6 大曲　６ 髙川　吉昭 農業 62 男

JA秋田おばこﾓﾛﾍｲﾔ部会会長H14.4～
JA秋田おばこ大曲園芸部会会長H26.4～
JA秋田おばこ園芸連絡協議会副会長H28.1～
大仙市大曲西根防犯協会会長H17.4～

水稲220a
施設野菜15a
露地野菜15a
水稲受託300a

○ 判田勝補　69歳　農業

　地区において稲作と園芸を中心とする専業で認定農家である事から、JAの園芸振興で中
心的役割をはたし、地域農業の推進役として活躍しております。
　地区内の農地流動化をはかる為に農地利用集積に積極的に取り組み、又、農地・水保全
活動において農業水利施設の保全管理のﾘｰﾀﾞｰとして頑張っておりますので、推進委員に推
薦致します。

7 大曲　６ 山崎　長清 農業 62 男

JA秋田おばこH23.3退職
大仙市大曲土地改良区監事H23.4～H24.3
大仙市大曲土地改良区理事H24.4～H27.3
大仙市大曲土地改良区会計担当理事H27.4～

水稲113.6a (自薦による応募）

　大川西根地区は、法人の設立がなく、担い手主体で農地の集約化がされているという他地
区とは違う地区実情となっている。30ｱｰﾙ区画の圃場整備されてから40年余となり、土地改
良施設も老朽化してきている。地区実態にあった農地利用最適化に尽力したいと考え応募い
たします。

8 大曲　７ 河越　昭夫 農業 75 男

農業委員(共済推薦)H27.4～現在に至る
一本木町内会長S62.4～H17.3
旧大曲市農協理事H7.6～H10.4
農業共済組合監事H16.6～H19.5
同上理事H19.6～現在に至る

水稲576a
大豆180a
野菜(販
売)39.3a
ﾊｳｽ園芸36㎡

○
(自薦による応募）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
一本木集落営農組合

・農業従事者の高齢により自己農地の保繕が難儀している。いきなり若者に農地を移すのに
抵抗があり相談する人を捜している場合があり年相応の相談者が必要である。
・地域農地の現況把握が必要である。(農家個人を知る事もある)
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　当地域は水稲単作地にあり経営者の高齢化により耕作放棄地や地域外の農業者多くな
り、地域住民の連携がなくなる。当地の法人会社も受託面積が満ぱいとなり、また若者も引
受けが出来ないほどの面積になっている。委員の協力で法人化出来る様頑張って欲しいし、
他に農地移動する事のない様に働きかけが必要です。地域の農地を守る様頑張っていただ
きたいものです。

9 大曲　８ 藤田　昭男

農業
以外
(農地
貸付
者)

68 男

秋田県土地改良事業団体連合会勤務S43.6～H23.10
大仙市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ嘱託職員(就業機会開拓推進員)H25.4
～H28.3
四ツ屋部落利用組合監事H28.5～現在

利用権設定に
より認定農業
者へ貸付
(田203a 畑10a)

(自薦による応募）

　土地改良関係団体組織の職員として換地業務を担当していましたが、その中で農地利用
集積の促進や農地の有効利用等に関する業務に従事していました。
　これらの経験を生かして地域における農地利用最適化推進のため出来る限り役に立てれ
ばと考えております。

10 大曲　９ 渡部　義秋 農業 59 男
大学卒業後、実家で農業にたずさわる
H24年まで郵便局の配達員をしながら営農
H25年から専業となり現在に至る

水稲600a
作業受託240a

(自薦による応募） 　地域に農業委員がいないため、尐しでも貢献したく応募した。

11 大曲　１０ 佐藤　昇 農業 64 男 農業委員H2～現在 稲作4ha ○ (自薦による応募）
　今までの農業委員の経験をいかして優良農地をまもりたい。耕作放棄地の問題に取り組み
たい。
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推進委員候補者 H29.4.3現在

12 神岡　１ 渡部　忠行 農業 64 男 農業委員6期H12.7～現在
水稲800a
大豆230a

○ 佐藤一 64歳 農業 　農業委員の経験を生かして今後は農地の流動化を図ってもらいたい。

13 神岡　２ 齊藤　亘 農業 51 男 農業委員1期H26.7～現在 水稲2208a ○ 石川悦朗 63歳 農業 　農業委員の経験を生かして今後の農地の流動化をはかってもらいたい。

14 神岡　３ 鈴木　靖浩
農業･
団体
職員

42 男 JA秋田おばこH9.4.1～H29.3.31勤務
水稲40a
今後順次規模
拡大の予定

鈴木健一 66歳 農業 　年齢も若く農業に対する意欲も有り、能力も有るすばらしい人です。

15 西仙北　１ 伊藤　重成
農業
法人
役員

67 男
ＪＡ秋田おばこ総代
西仙北土地改良区総代
農事組合法人刈和野大綱ファーム理事

水稲250a

認定
農業
法人
役員

(自薦による応募） 　地域農業の発展と農家との融和を図る

16 西仙北　２ 小笠原　喜悦
電気
工事
業

59 男
今泉自治会役員
秋田電気工事株式会社代表取締役

水稲200a (自薦による応募） 　水稲・大豆等の面積を増やし、地域への貢献と、農業の拡大を進めたい為。

17 西仙北　３ 伊藤　裕樹 農業 37 男

・H9高校を卒業後、一般の会社に入社
・H24に退社し地元へ帰り農業開始(新規就農)
・H24.8認定農業者となり、H26.3妻と家族経営協定を結び現在
に至る。

水稲7ha
枝豆50a

○ (自薦による応募） 　新規就農者として地域の農業発展に貢献したいと思ったから

18 西仙北　４ 佐々木　京子 農業 58 女 農業委員2期H18.7～H23.6
水稲700a
和牛19頭

(自薦による応募） 　山間地の大沢郷地区に人材が尐ない為

19 西仙北　５ 大友　金己知
農業
法人
役員

63 男
前農業委員2期
大仙市消防団西仙北支団副支団長
(農)金山沢ファーム代表理事

金山沢ﾌｧｰﾑ
水田14ha
畑40a

認定
農業
法人
役員

(自薦による応募） 　地域に農業委員がいない為

20 中仙　１ 岩田　長市 農業 70 男
農業委員10期S62.7～現在
中仙南部土地改良組合組合長H11.7～H23.7

水稲210a
大豆130a

(自薦による応募）
　担当区域は基盤整備もされているが、後継者不足は深刻である。地域の農業、農地を守る
活動をする。

21 中仙　２ 髙橋　章夫 農業 65 男 農業委員6期H11～現在

水稲1000a(飼
料米含む)
枝豆210a
ﾎｰﾚﾝ草30a

○ (自薦による応募）  農地利用の集積、耕作放棄地の発生防止・解消、地域の農家の相談役に活動したい。

22 中仙　３ 伊藤　俊雄
農業・
会社
役員

64 男

農業委員2期H23.7～現在
仙北平野土地改良区総代H17～現在
鴬野土地改良区庶務担当理事H17～
鴬野地区管理組合副組合長H29～現在
大仙市消防団中仙支団第二分団長H26～現在
新関集落営農組合会計H19～現在
秋田県尐年保護育成委員中仙支部長H17～現在

水稲400a
大豆110a

(自薦による応募）
　農地利用の最適化の為、担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解
消や新規参入の促進を図ることを目的として、推進委員候補者に応募します。

23 中仙　４ 安部　寛治 農業 62 男
中仙町町議S59～H17 4期
東部土地改良区役員H22～H27

水稲210a
大豆17a

○ (自薦による応募）
　農業後継者が減尐している現在、農地利用を進めるために、集約・集積を行なうと同時に、
耕作放棄地の発生を防止する必要があると考え応募した。

24 中仙　５ 鈴木　清敏 農業 67 男
農業委員4期H17.7～現在
長楽寺集落営農組合組合長H18.4～

水稲500a
大豆150a
WCS200a(畜産
農家との契約)

○ (自薦による応募）
　今後の農業情勢を考える多くの情報を尐しでも集め農家収入が得られる様、農家の皆さん
と考え話し合い、他地域農業委員の皆さんと交流を深め、色々な事にﾁｬﾚﾝｼﾞし、そしてその
地域に合った農業を進めて行きたいと思っています。
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推進委員候補者 H29.4.3現在

25 中仙　６ 坂本　公紀 農業 61 男 昭和50年3月県立大曲農業高等学校神岡分校を卒業後就農

水稲276a
米粉米140a
ﾘﾝﾄﾞｳ16.9a
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ10.5a
牧草24a
WCS61a

○ (自薦による応募）
　農業は高齢化が進み農業をやめる人も出て来ました。担い手も尐ない中、農地利用最適化
推進委員候補者の募集を知り、一農家として何か、お手伝い出来ないかと思い、応募して見
ました。

26 中仙　７ 髙橋　純悦 農業 67 男

大神成自治会副会長8年
仙北農業共済組合総代15年
仙北農業共済共済部長豊岡地区代表
大神成地区農地集積基盤事業換地評価副委員長

水稲339.3a (自薦による応募）
　高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加などの人と農地の問題があり、5年後、10年後の
展望が描けない地域が増えています。この問題解決のため、担い手への農地の利用集積、
農村の活性化にがんばりたいと思います。

27 協和　１ 橋本　光穂
農業・
会社
役員

66 男
大仙市消防団協和支団第１分団長H24.4～H26.3
大仙市交通指導隊員H6.4～現在
協和ﾚﾐｺﾝ(株)取締役工場長

水稲478.6a
今年3月､境･真
原氏から70a作
付依頼あり承諾

○ 橋本五郎 71歳 大仙市議 　農業に前向きに取り組んでいる。

28 協和　２ 加藤　孝悦 農業 67 男 農業委員4期H17.7～現在
水稲760a
畑20a
ﾊｳｽ5棟

○ (自薦による応募）
　これまでの職歴や農業経験から農業事情に精通し、地域からも信任を得ており、担い手へ
の農地集積や耕作放棄地対策等、農業委員会業務に貢献できると考える。

29 協和　３ 菅原　俊一 農業 66 男

大仙市協和地区協議会委員H22.5～現在
大仙市協和認定農業者協議会会長H22.4～現在
秋田県協和土地改良区理事H28.4～現在
大仙市消防団協和支団副支団長H28.4～現在

水稲9.19ha
秋田県特別栽
培米の認証を
受け産直に取
り組む

○ 秋田県協和土地改良区

　当土地改良区理事として、土地改良事業の推進、運営基盤の強化に積極的に取り組むな
ど、精力的な活動を展開している。
　また、農家や周辺住民と連携した地域づくりや、大仙市協和認定農業者協議会会長とし
て、法人・個人の農業者の先導的役割を担い、地域の農業生産振興の発展のため幅広く貢
献している。

30 協和　４ 加藤　末道
農業
法人
役員

68 男

大仙市農業委員
福部羅部落会長H24.4～H28.3
旧･小種土地改良区理事長H25.4～H28.1
秋田県協和土地改良区副理事長H28.4～現在

水稲175ha
大豆100ha
野菜5ha

認定
農業
法人
役員

淀川振興協議会
　将来、私達の農業展望は個人的には経営困難を来す。すべては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。そのために地域に精通している
加藤末道さんを推薦いたします。

31 南外　１ 今野　純子 農業 70 女
夫とともに48年間農業に従事
農業委員H17.7～H23.7、H26.7～現在

水稲383a
野菜112a

佐々木厚子 65歳 農業
　南外の女性部のリーダーとして活躍している実績があり、また西部農業委員として17年～
23年まで2期の実績があり、26年から現在に至るまで再び大仙市農業委員として活動してい
るので、今後も充分活躍していただける方だと思う。

32 南外　２ 佐々木　茂治 農業 65 男
農業委員6期(H29.3現在)
西ノ又水利組合長H5～

水稲450a
ソバ70a
椎茸2000本

○ (自薦による応募） 　遊休農地解消のため、ソバの作付拡大とソバによる地場産業開発を図る。

33 南外　３ 今野　一博 農業 60 男
中野自治会書記H17.1～現在
中野地区環境保全ｸﾞﾙｰﾌﾟ書記H19.4～現在

水稲217a (自薦による応募）
　地域の農地保全及び有効利用に関して、微力ではありますが貢献できればと思い応募しま
した。

34 仙北　１ 本間　隆喜 農業 62 男

高梨地区管理組合　理事
仙北平野土地改良区　総代
大仙市高梨地区広域協定運営委員会　運営委員
（株）アグリスカイ仙北　代表取締役

水稲12ha ○ 高梨地区管理組合

　仙北平野土地改良区総代として、改良区事業に携わり高梨地区管理組合理事として、高梨
地区への円滑な　水の管理と地区農業者のリーダーとして、活躍して居ます。
　本間隆喜さんは、仙北ヘリ防除組織のリーダーとして高梨地区の農地と　農業者を良く把
握して居る事と　アグリスカイ仙北の代表取締役として、作業に従事する　若き農業後継者に
慕われて居り　ラジヘリを使用した農作業の指導者でも有ります。
　高梨地区管理組合役員の中に有って　今後の世代交代中心に成るべき存在であり　農地
等の利用の最適化推進には、相応しい方で有ると思います。又農業委員会活動等も覚えて
頂きたく農地利用最適化推進委員に推薦致します。

35 仙北　２ 竹内　政男 農業 68 男

秋田県仙北平野土地改良区　理事　H27/8月～現在
高梨地区管理組合　副組合長
七滝用水水利組合　副組合長
大仙市高梨地区広域協定運営委員会　副会長
大仙市高梨下堰水利組合　組合長
高梨田茂木営農部会　部会長

水田面積750a
畑11a

○ 高梨地区管理組合

　仙北平野土地改良区理事として、改良区事業に携わり高梨地区管理組合副組合長として、
高梨地区の円滑な　水の管理と地区農業者のリーダーとして、活躍して頂いて居ります。
　竹内政男さんは、高梨保全会の副会長としても活躍して居り高梨地区の農地と　農業者を
良く把握して居る事と　認定農業者協議会主催の事業に　良く参加し　多くの農業者に慕わ
れて居り　地区農業の中心的存在であります。
　以上の観点から、農地等の利用の最適化の推進には、相応しい方で有ると思います。又農
業委員会の　活動等を覚えて頂き農地利用最適化推進委員の仙北地区２を担当して頂きた
く推薦致します。
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推進委員候補者 H29.4.3現在

36 仙北　３ 茂木　貴光 農業 41 男
JA秋田おばこﾀﾞﾘｱ専門部会副部会長
(株)ｱｸﾞﾘｽｶｲ仙北　取締役

水稲2200a
花卉(ﾀﾞﾘｱ)13a

横堀地区管理組合
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
大仙市堀板地域農地･水･環境保全
管理協定運営委員会

　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、農地利用最適化推進
委員として適任であり、推薦する。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　温厚な性格で責任感が強く周りの信頼も厚い。若さと行動力に長けている。また、地域の農
業の担い手であるとともに、堀板地区の農業や農家情報に精通しており、担い手への農地集
積や耕作放棄地の未然防止解消等、農地利用最適化推進委員として活動ができる適任者で
あり推薦する。

37 仙北　３ 大河　廣之
農業・
会社
役員

60 男

S52.3秋田県立農業短期大学農業工学科卒業
H8.1有限会社大河測量代表取締役
H16.4～H28.2仙北郡横堀土地改良区総代

水田361a
畑5a

○ (自薦による応募）
　農業に従事する人が、これから農地環境がすこしでもよくなる様な、農地の移動、転用等が
行われるようにしたいと思い応募しました。

38 仙北　４ 髙橋　鶴松 農業 62 男

農業委員7期、農業委員会農政専門委員会副委員長
横堀地区土地改良組合代議員
JA秋田おばこ総代、仙北農業共済組合総代
仙北地区ﾊﾄ麦部会長

水稲323a
仙北ﾊﾄﾑｷﾞ
224.7a

○ 有 佐藤隆昭 67歳 農業

　長年にわたり農業委員等の役職をなされ、地域農業に誰より精通されている方です。これ
からの地域農業を考える時、農地流動化及び集積は必須と考えられますが、髙橋さんは地
主のことも考え、反等25,000円で耕作するなどしています。地域全体のことを考える方だと思
い推薦致します。

39 仙北　４ 川原　憲一 農業 62 男

上村自治会会長
JA秋田おばこﾄﾙｺｷｷｮｳ専門部会役員
農業協同組合総代
横堀交通安全会理事

水稲13ha
花卉(ﾄﾙｺｷｷｮ
ｳ､小菊)20a

○

横堀地区管理組合
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
大仙市横堀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

　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、農地利用最適化推進
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活動しておりま
す。又、地域や農業団体関係からの人望が厚く、農用地に対しての保全・利用集積の活動に
も力を入れており、横堀地区の方々から強い要望があります。本人も今までの活動を生かし
たいとの申し出もあり、農地利用最適化推進委員として、当団体では適任者でありますので
推薦いたします。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　認定農業者として農地の利用集積、集約化について自ら規模拡大を実践し精力的に活動
しており、地元農家からの人望も厚い。また、地域農業や農家情報に精通しており、担い手
への農地集積や耕作放棄地の未然防止、解消等農地の利用に関する最適化推進員として
適任と思われるので推薦いたします。

40 太田　１ 髙橋　剛 農業 66 男

太田町農業委員H14.7～H17.7
大仙市農業委員H20.7～現在
三本扇部落会副総代H17～H26
三本扇地区圃場整備推進委員代表H23～現在

水稲650a,ｿﾊﾞ
330a,大豆30a,
ｷｬﾍﾞﾂ160a,ﾀﾞﾘ
ｱ15a,ﾈｷﾞ15a
(施設ﾊｳｽ)ﾄﾏ
ﾄ･ﾎｳﾚﾝｿｳ･ｺﾏ
ﾂﾅ430坪,ﾀﾞﾘｱ
65坪

○ 三本扇部落会

　当地区では、平成23年度より、圃場整備事業推進に取り組み、代表として活動してきまし
た。28年度には、三本扇、横沢地区合同の南部地区圃場整備事業として協議会を立ち上
げ、三本扇地区部会長として32年採択に向け活動中です。実現に向けた取り組みを進める
為、どうしても必要な人と思われます。

41 太田　２ 明平　哲雄 農業 65 男
大仙市東部地域農地・水・環境保全組織運営委員会会長
H24.4～現在

水稲600a
大豆200a
枝豆200a

○ 下堰転作作物生産組合
　地域の農業振興の為に日々努力しており、後継者もおり、今後も尚一層地域の農業人とし
て期待出来る。

42 太田　３ 小松　一也 農業 46 男 平成2年就農
水稲500a
ソバ60a
露地野菜20a

○ (自薦による応募）
　当地域は基盤整備等施工されているので集積をかけて行くうえでも皆さんの力になりたいと
思い応募しました。

43 太田　４ 谷口　彰 農業 42 男 平成5年就農

水稲900a
牧草300a
WCS140a
繁殖牛9頭

○ (自薦による応募）
　当地域では、農業者も高齢化してきている。若手農業者として地域の農地を守りたい。農業
の活性化に貢献したいと考えております。
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