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新見市農業委員候補者の推薦及び応募の状況 令和２年２月２８日現在

営農類型 耕作面積 組織の名称 代表者職・氏名 氏　　名 性別 年齢 職業

1 応募 久保木　誠 69 男 農業

大佐町消防団
（第５部部長にて退団）
Ｓ48.4.1～H元.3.31

新見市農業委員会委員
Ｈ26.7.20～現在

水稲 335.1a 認定済み

高齢化による後継者不
足、担い手の減少、耕作
放棄地の増大など農業を
とりまく状況は厳しくなっ
ている中、遊休農地の発
生防止、新規参入の促進
に努め、行政と農家の世
話役、相談役として地域
農業の発展のために一生
懸命取り組みます。

無

2 推薦 大原　砂利 65 男
 陶器製
造販売

新見市農業委員会委員
H23.7～現在

阿哲商工会理事
H18～H26

三室農事組合法人理事
H28～現在

水稲
その他

（ケール）
114a 認定済み

新見地域の耕作放棄地
の解消、および集落営農
組織の推進、法人化に取
り組みたい。若い新規就
農者の参入にも協力して
新見の農業の応援者にな
りたい。

三室農事組合法人
  代表理事
    大原　亀義

三室農事組合法人の立ち
上げに尽力していただき、
また耕作放棄地の発生を
少なくするため中山間直
接支払を１期から現在ま
でとりまとめをされておら
れる。また地域農業およ
び世帯の状況に精通され
ており、農業委員の職務
に適任と思われる。

無

松田隆司　 男 57 会社員

佐伯雅輝 男 42 会社員

逸見賢司 男 40 会社員

林　　芳喗 男 77 農業

武田　彰夫 男 68 団体職員

吉国　元康 男 78 農業

無

無

3 推薦 奥津　忠和 63 男 農業

大竹営農組合組合長
Ｈ16.1.1～Ｈ28.1.3

農事組合法人　大竹営農代表理事
Ｈ28.1.4～現在

水稲 1,000a 認定済み

全国の農業が衰退してい
る中、新見市も例外では
ないと思う。農業者も高齢
化が進み、若者が農業す
る魅力を引き寄せるように
してやりたい。また、農業
委員を通して新規参入
者、女性の認定農業者を
増やしていきたい。土地を
不正流用している人等の
防止・管理に努めたい。
農地の荒廃を防ぎ、近代
農業へ転換して若者のた
めに農業を守っていきた
い。

遊休農地の解消と農地の
違反転用の防止に努めた
い。

個人

地域の農業状況に詳し
く、農業委員として適任で
ある。

農業を取り巻く厳しい状況
の中、被推薦者は農事組
合法人　大竹営農の代表
理事として地域の農業を
真剣に考え、取り組んで
おられます。このことか
ら、新見市の農業推進活
動に尽力できる有能な人
材でありますので、推薦を
致します。

農林業

石蟹公民館館長
S55.4～S59.3

（社）新見市シルバー人材センター事
務局長　S59.4～S61.3

新見市農業委員会委員
H26.7～現在

水稲 17a
認定を受け
ていない

4 推薦 眞壁　勲二 77 男

受
付
番
号

区分

候　　補　　者 最適化推
進委員の
推薦・応
募の別

氏　　名 年齢 性別 職　　業 経　歴
農業経営の状況 認定農業者

の別
抱負・応募の理由

団　　体

推　　薦　　者

推薦する理由
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新見市農業委員候補者の推薦及び応募の状況 令和２年２月２８日現在

営農類型 耕作面積 組織の名称 代表者職・氏名 氏　　名 性別 年齢 職業

個人

受
付
番
号

区分

候　　補　　者 最適化推
進委員の
推薦・応
募の別

氏　　名 年齢 性別 職　　業 経　歴
農業経営の状況 認定農業者

の別
抱負・応募の理由

団　　体

推　　薦　　者

推薦する理由

5 推薦 伊達　修史 57 男 農業

元阿新地方新農業経営者クラブ会長

元岡山県新農業経営者クラブ連絡協
議会理事

元新見市新農業後継者クラブ会長

水稲
その他
（椎茸）

90a
認定を受け
ていない

耕作放棄地の解消に向け
て、水稲栽培、受託作業
などを行っていきたい。昨
年度狩猟免許を取得し、
増え続ける有害鳥獣の被
害に対し、少しでも地域の
被害が少なくなるよう尽力
したい。

唐松まちづくり協議会
　　会長
　　藤沢　清

伊達修史氏は、地域の耕
作放棄地の受託耕作を行
い、農地保全に尽力して
いる。

無

6 推薦 赤井　勝利 69 男 農業
阿新農業協同組合理事
H30.6.22～現在

水稲・野菜 150a
認定を受け
ていない

荒廃していく農地を目の
当たりにして何か自分に
も出来ることはないかとい
う思いで応募しました。

上熊谷振興会
　　会長
　　山﨑　護

長年、JA阿新に勤め、現
在JA阿新理事として活躍
しており、地域の実情を詳
しく理解しているとともに、
農作業の請負などで農地
の保全、農業の持続、発
展に貢献している。

無

7 推薦 宮脇　繁 70 男 農業
新見市地域審議会委員
H26.4.1～H28.3.31

水稲 60a
認定を受け
ていない

農業を取り巻く環境は厳
しいですが、この中山間
地域の農地・農業を守る
ため、関係法令等に基づ
き、微力ながら農業委員
としての職責を果たしてま
いりたいと思います。

成松本郷地区ふるさ
と振興協議会

　　会長
　　小川　和幸

地域に詳しく、農業に熱心
である。

無

8 推薦 逸見　力士 76 男 農業

新見市民生児童委員
H17..4.1～H28.11.30

新見市農業委員会委員
H17.7.20～現在

果樹 210a 認定済み

中山間地の農業が如何
にして成り立ってゆけるか
委員としてできることを頑
張りたいと思います。ま
た、新制度がスタートして
二期目の新見市農業委
員会が真の農業者の代
表として責務が果たせる
よう微力ながら貢献したい
と思います。

熊野の将来を考える
会

　　会長
　　森田　寿

地域の農業や世帯の状
況に精通しており、自身も
農業経営に積極的に取り
組んでいる。何事も相談し
やすく的確なアドバイスが
でき、適任者である。

無
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新見市農業委員候補者の推薦及び応募の状況 令和２年２月２８日現在

営農類型 耕作面積 組織の名称 代表者職・氏名 氏　　名 性別 年齢 職業
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受
付
番
号

区分
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推　　薦　　者
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9 推薦 山田　條一 72 男 農業

大佐町民生委員
H7..12.1～H10.11.30

新見市農業委員会委員
H26.7.20～現在

水稲・果樹 48a 認定済み

農地荒廃が進む中、その
解消に担い手の掘り起こ
しと新規参入の促進、遊
休農地、耕作放棄地の解
消に力を入れたいと思い
ます。農地中間管理機構
の利用を働きかけて行き
たいと思います。

田治部地域振興福祉
協議会

　　会長
　　安立　由輝

これまでの職歴、農業委
員としての経験等から地
域の信頼を得ており、地
域の農業や農家情報等
にも精通し、新見市農業
委員会業務に貢献できる
と考える。

無

10 応募 井藤　孝久 52 男 農業

岡山県就農アドバイザー
Ｈ19～現在

ＪＡ阿新トマト部会副部会長
Ｈ22～現在

ＪＡ阿新青壮年部部長
Ｈ25～Ｈ29

新見市立萬歳小学校PTA会長
Ｈ25

水稲・野菜 40a 認定済み

新規就農者として大阪よ
りトマトを作りに来て２１
年、新見市や市民の方に
大変お世話になり自分自
身をここまで成長させるこ
とが出来ました。そこで、
新見市の農業の発展のた
め耕作放棄地の発生を防
止し、解消するために利
用できる人に引き継ぎ、
農地を守り活かせるよう
に、また、自分のように新
規参入してくれる人がス
ムーズに就農出来るよう
にお手伝いしたいと思い
応募しました。

無

11 推薦 逸見　則夫 66 男
整備士
（アルバ

イト）

哲多町農業委員会委員
H15.5～H17.3

水稲 40a
認定を受け
ていない

農業の高齢化、遊休農地
が増えつつある昨今、地
区民のために尽力した
い。

蚊家地区ふるさと振
興協議会

　　会長
　　宮田　　功

蚊家地区活動にも協力的
で協調性のある方で過去
に農業委員の経験もあ
り、人間関係も問題はな
く、地域のためになっても
らえると思い推薦します。

有

12 応募 三上　雄二 67 男 農業

新見市農業委員会委員
H29.7.20～現在

阿新農業協同組合監事　　　２年間

（農）ファームやただに鯉が窪
会計理事　　　　　　　　　　　　５年間

水稲 200a 認定済み

この度、１期３年間を当委
員として務めさせていただ
きましたが、まだまだ不十
分なことが多く、もう１期務
めさせて頂くことによって
所期の目的である市内の
農地の保全、利用最適化
に資することを応募の理
由と致します。

無
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新見市農業委員候補者の推薦及び応募の状況 令和２年２月２８日現在
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13 推薦 柴田　　明 57 男 会社員

元新郷小学校PTA会長　　　１年間

元新郷中学校PTA会長　　　１年間

元新見市消防団神郷分団
第５部副部長　　　　　　　 　　４年間

水稲 30a
認定を受け
ていない

地域振興のため尽力した
い。

新郷地域振興会
　会長
　仲田　増太郎

農業に関する識見を有
し、農地の権利関係等の
職務を適切に処理でき
る。

無

14 応募 藤川　雅 66 男 団体職員 水稲 80a
認定を受け
ていない

高齢化が進む中、農業者
の減少、農地の荒廃、労
働力不足、農業を取り巻く
状況は非常に厳しい状態
で、農業委員会活動もよく
分かりませんが、勉強し、
微力ではありますが頑張
りたいと思っております。

無

15 推薦 信谷　昌吾 62 男 会社役員

長久地区中山間直接支払制度組合
長
H22.4.1～現在

新見市森林組合監事
H29.6～現在

岡山県スポーツ推進委員協議会副
会長　H28.5～現在

新見市体育協会副会長
H30.4.～現在

水稲 370a
認定を受け
ていない

神郷地区中山間地域の
農業は御多分に漏れず、
高齢化と担い手不足によ
る耕作放棄地が増加傾向
にあります。また、米価格
の低迷等地域農業の抱え
る問題が山積みしており
ます。私も地域の高齢化
で後継者のいない耕作地
を受けていますが、個人
では限界がありますの
で、今後担い手農家への
農地の集積推進をしてい
きたいと思います。また、
農業法人化、スマート農
業、食農産業等の研究も
して行きたいと思います。

　　高瀬振興会
　　会長
　　福田　誠

兼業農家ですが、高齢化
で担い手のいない農家の
田を精力的に引き受け耕
作放棄地防止に貢献して
いる。また、農業以外でも
振興会の副会長や高瀬
自主防災会を立ち上げ、
会長を務めるなど地域の
行事等に積極的に取り組
み地域のリーダーの一人
である。

有
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16 応募 栗元　伸宜 46 男 会社員 水稲 50a
認定を受け
ていない

この度の新見市農業委員
会委員を申し込む理由を
次に列記いたします。
（１）私の生活地を含め、
市内全地域に耕作不能
地が激増し、鳥獣被害も
著しく、農地の荒廃が急
激に増えている中で、農
地保全意識の一層の高
揚を図らなければならな
い。
（２）市内の農業世帯構成
員が減少する中で、後継
者や担い手が不在の農
業世帯が激増しており、
農地の管理、不安を解決
する農地中間管理事業の
一層の推進を図らなけれ
ばならない。
（３）農地の保全は必要で
あるが、今後は規制緩和
を進め、土地の有効活用
を図るべきである。

無

17 推薦 神山　順一 46 男 会社役員
新見市農業委員会委員
H30.7.1～現在

果樹 105a 認定済み

現在、新見市の基幹産業
である農業は、農業従事
者の減少、高齢化による
遊休荒廃農地の増加等、
地域農業の抱える問題が
山積しております。このよ
うな状況を解決、良い方
向へ向かうように努力した
いと考えています。
農業委員としての自覚と
決意を持って新見市の農
業の維持・発展のため職
務に務めたいと思いま
す。

　　足見地区振興会 　会長
　藤野　繁實

農地の利用集積により規
模拡大を図っており、農業
経営に精力的に取り組ん
でいる。

無

高下　瀧昇 男 69 農業

中谷　辰則 男 65 会社員

山下　一夫 男 88 農業

長年にわたる酪農事業経
営者で、農地の集約化や
中山間地域等直接支払
事業等を実践しており、経
験を活かして、これからの
農地保全活動に取り組み
たい。

利用権設定等による農地
保全や、中山間地域等直
接支払事業等を長年実践
していること。又、認定農
業者でもあり、農業情勢
に非常に詳しい。

無農業

阿新農業協同組合理事　　   ６年間

岡山県酪農業協同組合理事 ６年間

岡山県農業士
H2～H24

水稲 150a 認定済み18 推薦 宮本　武博 73 男
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19 推薦 藤本　彰 69 男 農業

土橋土地改良区理事長 　　４年間

土橋営農事業組合代表　 １２年間

新見市農業委員会委員
H26.7.20～現在

水稲 360ａ 認定済み

農業委員としての仕事に
興味を感じており、田、畑
の不正使用をなくし、また
荒廃地を少しでもなくした
い。

土橋地区振興会
　　会長
　　田井　義明

・地域の耕作放棄をなくす
よう、積極的に行動を行
い、取り組んでいる。
・営農組合を設立し、農業
経営に積極的に取り組ん
でいる。
・世話好きで、地域の改良
区事業に貢献している。

無

20 推薦 小田　正廣 69 男 農業

成地営農組合　組合長　　１２年間

成地牧野農業協同組合　組合長
Ｈ25年～現在

新見市農業委員会委員
Ｈ29.7.20～現在

水稲 650ａ 認定済み
地域の農業振興のため努
力致します。

千屋振興会
　　会長
　　金盛　洋文

世話好きで、率先して地
域活動に取り組んでおり、
地域住民からの信頼が厚
い。

無

21 応募 仲田　清志 61 男 会社員

新見市農業委員会委員（神郷町含
む）
Ｈ5～Ｈ8
Ｈ11～現在 水稲 20ａ

認定を受け
ていない

地域の耕作放棄地の発
生防止・解消に努め、次
世代に送りたい。農業者
間のネットワーク作りに関
わることで、地域の活性
化に努めたい。

無

22 推薦 倉𦚰　敏弥 46 男 会社員

新見商工会議所　議員
Ｈ22.11.1～現在

新見商工会議所　運輸通信業部会
部会長
Ｈ28.3.11～現在

新見商工会議所青年部　役員・監事
Ｈ19.4.1～現在

新見市福祉有償運送運営協議会委
員
Ｈ23.11.4～現在

非営農 －
認定を受け
ていない

新見市は、岡山県北の中
山間地域に位置してお
り、ピオーネや米など他の
地域と比べても非常に優
れた農業資源を有してい
ます。特に中山間地域の
発展を考えていく上では
農業の発展は非常に重
要な要因だと思います。
非営農者という立場では
ありますが、若者就農者
の増加や休耕田の活用
支援などに尽力していけ
たらと思います。

新見商工会議所 　会頭
　林田　昌吾

平成２２年１１月より、新
見商工会議所議員を歴
任。平成２８年３月より運
輸通信業部会の部会長
に就任し、市内運輸関係
事業者の発展に努めてい
る。当会議所青年部へも
所属をし、会員からの信
頼も厚く副会長や監事を
歴任している。また、御殿
町散策会や新見中央商
店街など地域の活動へも
積極的に取り組んでおり、
地域の住民からも多くの
信頼を得ている。

無



7/7

新見市農業委員候補者の推薦及び応募の状況 令和２年２月２８日現在

営農類型 耕作面積 組織の名称 代表者職・氏名 氏　　名 性別 年齢 職業

個人

受
付
番
号

区分

候　　補　　者 最適化推
進委員の
推薦・応
募の別

氏　　名 年齢 性別 職　　業 経　歴
農業経営の状況 認定農業者

の別
抱負・応募の理由

団　　体

推　　薦　　者

推薦する理由

23 推薦 小川　広文 63 男 農業

阿新農業協同組合　参事
Ｈ24.2.1～Ｈ30．3.31

阿新農業協同組合　理事
Ｈ30.7.1～現在

水稲・野菜 130ａ
認定を受け
ていない

諸課題は山積しています
が、新見市の農業の魅力
をあらゆる機会を通じて
発信し、新規就農者の確
保に努めていきたい。ま
た、担い手の方々への農
地集積を進め、耕作放棄
地の発生防止に取り組み
中山間地域の景観を取り
戻したいと考えます。

阿新農業協同組合
代表理事組合長
　山本　日吉司

地域の農業・地域活動を
積極的に行い、また、地
域に精通しており農業委
員の職務に適任である。

無


