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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５年２月２８日現在

個人

営農類型 耕作面積 組織の名称 代表者職・氏名 氏　　名

1 応募 井藤　孝久 55 男 農業

岡山県農業士
Ｒ３～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

新見市農業委員会委員
Ｒ２．７．２０～現在

水稲
野菜

35ａ 認定

新規就農者として大阪よ
りトマトを作りに来て２４
年、新見市や市民の方々
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
展のために耕作放棄地の
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
がスムーズに就農できる
ようにお手伝いをしたいと
思い応募しました。

無

2 推薦 神山　順一 49 男 会社役員
新見市農業委員会委員
Ｈ３０．７．１～現在

果樹
花卉

105a 認定（法人）

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
決意思って新見市農業の
維持・発展のため職務に
努めたいと思います。

足見地区振興会
会長
　岡本　恒

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

3 推薦 安達　利延 66 男 農業

晴れの国岡山農協総代
Ｒ１．１２．１～現在

岡山県農業共済組合総代
Ｒ４．４．１～現在

岡山県農業共済組合建物・農機
具共済推進委員
Ｒ４．４．１～現在

岡山県農業共済組合果樹
共済損害評価委員
Ｈ３１．４．１～現在

果樹
野菜

70ａ 認定

全国的な農業者人口の減
少、高齢化、後継者の不
足、耕作放棄地の増加、
などにより農地の管理が
年々むずかしくなり、農業
全体が直面する問題を直
視し農地問題解決の一助
となれば幸いかと思うのと
地域の方々の推薦もあり
立候補することといたしま
した。

花木地区
ふるさと振興協議会

会長
　西嶋　正博

農業経営に精力的に取り
組んでおられ、JA総代で
もあり地域での活動にも
精力的に動かれ、農業委
員に適任である。

無

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５年２月２８日現在

個人

営農類型 耕作面積 組織の名称 代表者職・氏名 氏　　名

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

4 応募 平　利一 73 男 農業 水稲 126ａ
今後離農が増加し、違法
な転用を防ぎ、郷土美化
に貢献したい。

無

5 推薦 宮本　武博 76 男 農業

阿新農協理事
Ｓ６０．６～Ｈ３．５

おかやま酪農協理事
Ｈ１８．６～Ｈ２４．５

岡山県農業士
Ｈ２．４～Ｈ２４．４

新見市農業委員会委員
Ｒ２．７．２０～現在

水稲
牧草

160ａ

優良農地の有効活用を図
り地域の活性化をしたい。
法人組織の育成に協力し
ていく。
中山間の集落協定組織
活動を支援していく。

髙下　瀧昇
　　　　　　　外２名

・長年酪農経営に取り組
んだ経験があり、農業知
識が豊富である。
・認定農業士の資格を有
していた。
・農業委員２期目を継続し
てほしい。

無

6 推薦 山田　條一 75 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

60a

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、説明してい
きたい。

山田　孝文
　　　　　　　外２名

地域の農業・農地の相談
に丁寧かつスピード感を
持って対応し、農業委員と
しても信頼も厚く、適任者
と思われます。
そして、更なる委員を熱望
する者として、努力・邁進
に期待し推薦いたします。

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５年２月２８日現在

個人

営農類型 耕作面積 組織の名称 代表者職・氏名 氏　　名

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

7 推薦 小川　広文 66 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～Ｒ２．３．３１

晴れの国岡山農業協同組合理事
Ｒ２．４．１～現在

新見市農業委員会委員
Ｒ２．７．２０～現在

水稲
野菜

130ａ

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。

晴れの国岡山
農業協同組合

新見統括本部長
　棟森　英樹

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

8 推薦 久保木　誠 72 男 農業

新見市農業委員会委員
Ｈ２６．７．２０～Ｒ２．７．１９

大佐町消防団（第5部長にて退団）
Ｓ４８．４．１～Ｈ１．３．３１

水稲
果樹

343.4ａ 認定

新見市の基幹産業である
農業が高齢化担い手の減
少により離農業者が増
え、遊休荒廃農地が年々
増大する中地域農業の抱
える問題が山積しており
ます。このような状況を解
決し良い方向に向かうよう
努力したいと考えていま
す。又、新見市には数多く
のブランド力の高い農畜
産物があり、この産物を
最大限に生かし新規就農
者の参入促進、担い手不
足の解消に協力し、耕作
放棄地等の減少に取り組
み、農業委員としての自
覚を持って、微力ながら市
の農業発展のために頑張
りたいと思います。

上田　永二
　　　　　　　外２名

被推薦者は、長年大規模
農業を営み、経験豊富で
農業情勢に非常に詳し
い。又、自らも受託作業等
を行い、地域農業に貢献
していて熱心である。農業
委員経験者、認定農業者
であり、何事も相談しやす
い地域の信頼も厚い、農
業委員として適任者であ
ります。

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５年２月２８日現在

個人

営農類型 耕作面積 組織の名称 代表者職・氏名 氏　　名

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

9 推薦 井石　和美 59 女 会社役員

新見ロータリークラブ副幹事
Ｒ２．４～現在

新見市地域審議会委員副会長
Ｒ４．７．１～現在

これからの農業を考える会
Ｈ３０～現在

周年親子放牧ネットワーク
Ｒ１～現在

竹の谷蔓牛活用推進協議会幹事
長
Ｒ１～現在

みんなでつくる中国山地百年会議
Ｒ３～現在

水稲 100ａ

地元企業に長く務め、中
山間地域の課題である耕
作放棄地・荒廃山林・人
手不足などの問題解決策
として「周年親子放牧」ス
タイルの畜産を確立し、有
効であることを実証。ま
た、それらに伴う好循環が
興ることを実体験してきま
した。特に、中国山地にお
ける有効性は歴史が語っ
ており、新しい地域の魅力
（観光資源・地域の活力な
ど）や地域産業の高付加
価値化に寄与できると考
えています。
そういった経験や女性な
らではの視点も含め、地
元新見市の魅力である、
田園風景・豊かな自然・先
人の知恵など、次代に繋
げられる様、微力ながら
農業委員として貢献した
いと思います。

農事組合法人
　潮営農組合

代表理事
　舩越　一郎

当農事組合法人の構成
員であり、また、これまで
の職歴や畜産経営の経
緯から農業・農地に係る
知識やネットワークも多
く、また地域審議委員に
応募するなど積極的に新
見市の活動に参加してお
り、農業委員会業務にも
貢献できると考え推薦しま
す。

無

10 応募 赤井　勝利 72 男 農業

阿新農業協同組合
Ｓ５３．４～Ｈ３０．３

阿新農業協同組合　理事
Ｈ３０．６～Ｒ２．５

新見市農業委員会委員
Ｒ２．７～現在

水稲 140ａ

地域内の不耕作地の現
状維持に頑張って耕作を
やっています。今後も続け
たいと思います。これが少
しでも農業委員の役目で
あれば。

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５年２月２８日現在

個人

営農類型 耕作面積 組織の名称 代表者職・氏名 氏　　名

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

11 応募 藤川　雅 69 男 農業
新見市農業委員会委員
Ｒ２．７～現在

水稲
野菜

84ａ

○農地の荒廃化は避けら
れない状況ですが、いか
に進行を遅らせるかに取
り組みたい。
○担い手や新規就農者の
確保とＩターンＵターンの支
援
○農地の利用集積、集約
の促進を行いたい。
○難しいことですが、遊休
農地の発生防止や解消に
努力すること。

無

12 推薦 奥津　忠和 66 男 農業

多面的機能（大竹資源保全会）代
表
Ｈ２４．４．１～現在

多面的機能（大竹中山間）代表
Ｒ２．４．１～現在

晴れの国岡山農協総代
Ｒ２．４．１～現在

農事組合法人大竹営農代表理事
Ｈ２８．１．４～現在

新見市農地利用最適化推進委員
Ｈ２９．７．２０～Ｒ２．７．１９

新見市農業委員会委員
Ｒ２．７．２０～現在

水稲 1100ａ 認定（法人） 無

地域の農業者の会合、集
会等に積極的に参加し情
報の提供・収集に努めて
いきます。
農地のパトロールを実施
し、農地の所有者や農地
の権利を有する人に農地
の活用を働きかけたりして
積極的に農地中間管理機
構を利用するよう助言し
て、担い手への農地の集
積・集約化、遊休農地の
発生防止・解消をしていき
たい。
農業従事者が減少する中
で認定農業者、経営規模
の拡大、法人化を進めて
いきたい。
６次産業と農業分野の拡
充に役立てるよう協力をし
ていきます。
会社並みに就業条件が整
備されれば従業員も確保
が容易になると思われま
す。新見市の農業の推進
に役立てるよう努力してい
きます。
農業者年金の加入促進に
取り組みたい、老後の生
活収入を確保して安心し
た老後生活を送れるよう
助言し推進していきます。
また、農業委員会憲章を
遵守して農業委員として
研究や活動に取り組んで
いきます。

農事組合法人
大竹営農

代表理事
　松田　隆司

矢神郵便局長を退職後、
農業に従事し、大竹集落
協定組合の代表者を務め
るなど、強い責任感で地
域の中心的な存在として
活躍されています。また、
農業委員を２期務めるな
ど知識と経験を有するとと
もに、今後の地域農業の
発展に向けての活動に精
力的に取り組んでいること
から、農業委員として強く
推薦します。
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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５年２月２８日現在

個人

営農類型 耕作面積 組織の名称 代表者職・氏名 氏　　名

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

13 推薦 信谷　昌吾 65 男 会社役員

長久中山間直接支払制度組合長
Ｈ２２．４．１～現在

新見市スポーツ推進委員協議会
会長
Ｈ２５．６～現在

新見市体育協会副会長
Ｈ３０．４～現在

新見市農地利用最適化推進委員
Ｒ２．７～現在

水稲 530ａ

耕作放棄地の発生防止
のため、個人的に地域の
高齢化で担い手のいない
圃場を受けて耕作してい
ますが限界がありますの
で担い手農家への耕作と
農地の集積推進を続けて
いきたいと思います。
又、今後新規就農者の就
農の推進と支援に努力し
たいと思います。

高瀬振興会
会長
　福田　誠

高瀬地区の遊休農地の
解消のため、自ら耕作し
たり、近隣の担い手農家
へ耕作を勧め、高瀬地区
の遊休農地が減少してい
る。
今後も引き続き遊休農地
の解消のため努力してほ
しい。

無

14 推薦 奥津　賢司 62 男 会社役員

阿新農業協同組合理事
Ｈ２７．６～Ｒ２

川南え～の～組合　会計
Ｈ１９．４～現在

新見市消防団哲西分団分団長
Ｈ３１．４～現在

新見市農地利用最適化推進委員
Ｒ２．７～現在

水稲
野菜
畜産
その他

2500ａ 認定（法人）

今、直面している遊休農
地及び荒廃農地の進捗を
防ぐため地域農業者のご
意見や要望を聞き出来る
方法を話し合い、農地維
持活動を行いたい。又、
地域住民の代表として、
中立の立場で公正な職務
を行い、農業委員としての
自覚と決意をもって新見
市農業の維持・発展のた
め職務に努めます。

川南え～の～組合
会長
　賀島　益安

農業に関して幅広い知識
があり、農業経営に精力
的に取り組んでおり、地域
農業の発展に大きく貢献
しており、地域の方々の
信頼も厚く責任感も強い
ので、農業委員として適
格者として認め推薦いた
します。

無

15 推薦 森　立夫 61 男 農業

新見市和牛改良組合井倉支部長
Ｈ２９．４～現在

阿新ぶどう部会井倉支部副支部
長
Ｒ３．４～現在

果樹
畜産

174.5ａ 認定

中山間地の農業がいかに
して成り立つか、担い手に
いかに農地を集約して耕
作放棄を減少してゆくこと
ができるか、また耕畜連
携を推進して水稲、果樹
の増産と有機農業の束論
に微力ながら頑張りたい
と思っております。農業委
員会が農業者の信頼にこ
たえられるよう努力いたし
ます。

熊野の将来を考える会
会長
　小川　徹

地域の農業関係に精通
し、自身も農業経営に積
極的に取り組んでおり、何
事も気軽に相談でき、的
確なアドバイスができ、地
域の信頼も厚く適任者で
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５年２月２８日現在

個人

営農類型 耕作面積 組織の名称 代表者職・氏名 氏　　名

番号 区分

候　　補　　者 最適化推
進委員の
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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

16 応募 藤本　彰 72 男 農業

土橋営農事業組合代表
Ｈ２１．４．７～現在

新見市農業委員会委員
Ｈ２６．７．２０～現在

水稲
その他

36ａ 認定

土橋地区には、農地法を
よく知らない人が多くい
る。
自分勝手に植林したり建
物をしたりする。
その人たちに農地法を理
解してもらい、この地から
荒廃農地・放棄地を一つ
でも無くして元の田、畑に
戻せるように農業委員とし
て努力していきたいと思い
ます。

無

17 推薦 小田　正廣 72 男 農業

新見市農業委員会委員
Ｈ２９．７．２０～現在

新見市消防団西部分団分団長
消防団員　３０年間

成地農業協同組合組合長
Ｈ２３～現在

水稲 750ａ 認定
地域農業振興のため努力
します。

未来へつなぐ千屋野
の里

会長
　山口　歳弘

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

18 応募 溝尾　美恵子 73 女 農業

阿新農業協同組合理事
Ｈ２０．６～Ｈ２９．６

新見市農業委員会委員
Ｈ２４．７．１～Ｈ２９．７．１９

新見市農地利用最適化推進委員
Ｈ２９．７．２０～現在

水稲 50ａ

JA職員、理事として農家
の方々との交流があり、
農業委員として役立てら
れると考えている。

○
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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５年２月２８日現在

個人

営農類型 耕作面積 組織の名称 代表者職・氏名 氏　　名

番号 区分

候　　補　　者 最適化推
進委員の
推薦・応
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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

19 応募 仲田　清志 64 男 会社員

神郷公民館神代分館長
Ｈ２２．４．１～Ｈ２９．３．３１

神郷町農業委員
Ｈ５．７～Ｈ１７．３

新見市農業委員会委員
Ｈ１７．３～現在

水稲 20ａ

農業経営基盤強化促進
法等の一部改正により、
地域計画目標地図の作
成が令和５年４月から開
始されますが、準備期間
として令和４年より担い手
との話し合い、地権者の
意向把握等準備活動をし
ています。目標地図が、
目標でなく、達成できるよ
う努力したい。

無

20 推薦 倉脇　敏弥 49 男 会社役員

新見市商工会議所議員
Ｈ２２．１１．１～現在

（一社）岡山県タクシー協会理事
Ｈ２６．４．１～現在

新見運行管理者協議会会長
Ｈ２２．６．１５～現在

新見市地域公共交通会議委員
Ｈ２１．１１．１０～現在

新見市農業委員会委員
Ｈ２９．７．２０～現在

農業についての知識や経
験、地域の農業者との接
点はありませんが、非農
家の観点から新見市の農
業の発展に寄与していき
たいと思います。

新見商工会議所
会頭
　田中　康信

平成２２年１１月より新見
商工会議所議員、平成２
８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。
当会議所青年部において
も、副会長や監事などの
役職を歴任し、会員から
の信望も厚く青年部活動
の充実に貢献している。
また、御殿町散策会や新
見中央商店街など地域活
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

21 推薦 西村　勉 69 男 農業

新見市民生委員
Ｒ１．１２．２～現在

岡山県農業共済組合損害評価委
員
Ｒ４．４．１～現在
ＪＡ晴れの国岡山新見統括本部総
代
Ｒ４．１２．１～現在

唐松まちづくり協議会総務地域振
興部会長
Ｒ１．６．２～現在

水稲
野菜

22ａ

最近は新見市の農地が
荒廃しているところが多
く、私が所属している唐松
まちづくり協議会でもよく
協議します。
これから少しでも荒廃地
が増えない取り組みを考
えたいと思います。

唐松まちづくり協議会
会長
　藤澤　清

西村勉氏は地域のリー
ダーとして多方面にわたり
活躍されその功績は大な
るものがあります。特に地
域内の実情をよく把握さ
れ、細部にわたり指導的
な立場にあります。また、
温厚にして信望も厚く、正
義感も強く、几帳面であ
る。近年は農業にも熱心
で農業委員として適任者
であります。

無


