
軽米町農業委員会委員候補者 推薦・応募 受付状況一覧（令和４年２月10日現在）

氏名 職業 年齢 性別 名　称 代表者名
構成
員数

団体の概要

・新蛇口地域資源保全会監事（H26.4～現在） 葉たばこ 130a
・岩手県たばこ耕作組合総代（R1.4～現在） 野菜　70a

代表
 工藤秀雄

・農地利用最適化推進委員（H28.4～H31.3） 水田　65a
・農業委員（H31.4～現在）
・会長職務代理者（H31.4～現在）

　
・農業委員（H16.1～現在） 水稲　450a
・統計調査員（H1.4～現在） 畑作　850a

（長芋、ピーマン

　小麦、種子用大豆

　小豆、さくらんぼ

　ウメ）

・理容学校卒業後、理髪店経営 水田　60a
・軽米ゴルフ場勤務 畑作　40a
・東日本高速道路勤務

・農地利用最適化推進委員（H31.4～現在） 水田　70a
・NOSAI水稲被害調査員（H31.4～現在）畑作　80a

・農業委員（H19.1～H31.3） 水稲　160a
・農地利用最適化推進委員（H31.4.1～現在） 畑作　10a
・軽米町社会福祉協議会評議員（H25～現在）

・軽米町民生委員（H12～H28）
・岩手県たばこ耕作組合女性部役員

無 有

　農地利用最適化推進委員を１
期務めましたが、農業委員会の
役割は多岐にわたることから、
勉強不足ではありますが、今後
も農業に携わる地域の皆さんの
お役にたてればと思い応募しま
す。

- 安　田　正一郎 男 75 理容業
（兼業）

4 R4.1.28 ○

　農業委員を１期務めた経験か
ら、地域農業が置かれている実
情を改めて知る機会となりまし
た。担い手不足、後継者不足、
耕作放棄地の増加等の課題解消
の一助となりたいと思っていま
す。

無

無 有

　古里典子さんは、平成19年1
月から農業委員を、平成31年4
月からは農地利用最適化推進委
員を務め、農業委員会活動に積
極的に取り組まれており、今後
の農業委員会活動に欠かせない
人材となっております。また、
町民生委員を16年間務め、町社
会福祉協議会の評議員を8年以
上務めるなど、地域の良き相談
相手となり、課題解決に向けて
意欲と責任感を持って対応する
など地域の人望も厚くリーダー
的存在として活動しておりま
す。これまで農業委員・農地利
用最適化推進委員として連続５
期務めた経験を活かし、地域の
農地の集積・集約化に積極的に
取り組むことが期待できること
から適任であると推薦するもの
です。

5 R4.1.28 ○ - 間　賀　敬　一 男 69 農業

無

75

有 無

　地域の農家の皆さん方の為に
努力してまいります。
　特にもスマート農業機械を導
入し若い農業者の育成に取り組
んでいきたいと思います。

6 R4.1.31 - ○ 古　里　典　子 女 農業

無 有

　農地利用最適化推進委員とし
て１期、農業委員として１期務
めさせていただきましたが、
年々、遊休農地・耕作放棄地等
の増加を感じてきています。微
力ではありますが、今後も農業
委員として遊休農地の解消のほ
か、担い手への集約等に貢献し
ていきたいと思います。

いわてポ
ラーノの会

会長
　安藤直美

112

女性の農業委員・
農地利用最適化推
進委員の連携を図
る中で農業委員会
活動の充実強化を
図り、もって、農
村女性の地位向上
と活力ある農業・
農村の振興に寄与
することを目的と
する。

1

3 R4.1.27 ○ - 福　田　光　雄 男 74 農業

男 60 自営業
（兼業）

受付期間：令和４年１月７日～２月10日

新蛇口地域
資源保全会

40名

多面的機能支払交付金
交付団体として、平成
26年に新規に認定され
た活動組織で、新蛇口
地域に存在する農用
地、水路、農道等の地
域資源保全活動に取り
組んでいる。

2 R4.1.25 ○ - 笹　山　結実男

農業 無 無

　西舘聡氏は、農業分野におけ
る豊富な知識と経験を有する優
秀な人材で、地域農業のリー
ダー的存在でもあります。農業
委員会の委員として適任者であ
り、当地域の農業者代表として
推薦いたします。

R4.1.25 - ○ 西　舘　　 聡 男 61

№
受付

年月日

区　分 候補者の概要

推薦の理由
又は

応募の理由

推薦者の概要

応募 推薦 氏名 農業経営の状況

個人 団体

職業
認定農業
者の認定
の 有 無

農地利用
最適化推
進委員候

補者の有無

経　　歴性別 年齢
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軽米町農業委員会委員候補者 推薦・応募 受付状況一覧（令和４年２月10日現在）

氏名 職業 年齢 性別 名　称 代表者名
構成
員数

団体の概要

受付期間：令和４年１月７日～２月10日

№
受付

年月日

区　分 候補者の概要

推薦の理由
又は

応募の理由

推薦者の概要

応募 推薦 氏名 農業経営の状況

個人 団体

職業
認定農業
者の認定
の 有 無

農地利用
最適化推
進委員候

補者の有無

経　　歴性別 年齢

・農地利用最適化推進委員（H31.4.1～現在） 水稲　180a
・軽米町婦人消防協力隊連絡協議会 果樹　20a
　　副会長（H18.4～H22.、R2.4～現在）
　　会長（H22.4～H24.3）
・二戸地区婦人消防連絡協議会会長
　　（H22.4～H24.3)

・就農（S49） りんご　220a
・農業委員（H19.1～H28.3） 加工桃　 60a
・農地利用最適化推進委員（H28.4～現在） 水稲　 　50a
・軽米町認定農業者振興会会長（H30.1～現在）

・軽米町４Hクラブ会長（S53～）
・晴高地区農産物直売組合組合長
・農事組合法人「晴高」代表理事

・農地利用最適化推進委員（H28.4～現在） 葉たばこ　110a
・岩手県農業共済組合共済部長（約30年） 水稲　40a

・農業委員（H28.4～現在） 水稲　90a
・新岩手農業協同組合
　　北部・奥中山エリア総括課長（H20.5～H26.3）

　 理事

・農業委員（H22.1～現在） 水田　40a
・岩手県農業農村指導士（H27～現在） 施設栽培（ほうれん草）

 ハウス31棟約40a
大豆

　
・農業委員（H28.4～現在） 和牛繁殖経営
・小軽米中学校ＰＴＡ会長（H23.4～H26.3） 　黒毛繁殖牛 25頭
・北いわて和牛改良組合組合長（Ｒ3～現在） 　牧草地　950a
・町消防団第２分団長（Ｒ2.4～現在） 　ﾃﾞﾝﾄｺｰﾝ　250a

10 R4.2.3 -

　苅谷雅行氏は、農業団体にお
いて地域農業振興対策に携わっ
た豊富な経験があり、また農業
委員として２期６年の経験があ
り、適任者として推薦いたしま
す。

有

　近年の農家の高齢化と担い手
不足を鑑み、町の農地利用の最
適化と農業発展に寄与する。

木　村　正　司 男 63 農業 有 有

下谷地　敦　雄 男 61 農業 有 無R4.2.4 ○ -

　これまで農業委員として４期
の経験を活かし、今後も継続し
て地域に貢献したく応募しま
す。

○ 畑　林　悦　男 男

地域農業振興と、
協同活動実践によ
る農家生活の向上

9 R4.2.2 ○ -

　近年、農業現場は高齢化に加
え、米価下落など厳しさが増し
耕作放棄地、遊休農地の拡大が
懸念されています。農家の皆さ
んのいろいろな悩み、問題に対
して一緒に取り組んでいきた
い。また町中心部に農業委員が
不在であり、地域を知り理解し
ているバランスの取れた配置が
望ましいと考えています。

12 R4.2.4 -

　畑林悦男氏は、北岩手和牛改
良組合長として活躍されていま
す。また、地域においても中心
的な農業者であり、委員として
最適であり推薦します。

軽米地区の黒毛和
種の振興と産地化
を図ることを目的
とする。

11

有7 R4.1.31 - ○ 工　藤　郁　子 女 63 農業 無

　工藤郁子さんは、平成31年4
月から新農地利用最適化推進委
員として、農業委員会活動に積
極的に取り組まれており、今後
においても欠かせない人材で
す。地元の婦人消防協力隊とし
て昭和58年から活動されて、平
成18年から6年間は、町婦人消
防協力隊の副会長、会長として
地域の防災活動に尽力されてい
ます。地域住民の良き相談相手
であり、課題解決に向けて意欲
と責任感を持って対応するなど
地域から信頼も厚く、リーダー
的存在として活動しておりま
す。自身も果樹と水稲栽培に携
わり、これまでの推進委員の経
験も活かしながら、地域の農地
の集積・集約化に積極的に取り
組むことが期待でき、適任であ
り推薦するものです。

いわてポ
ラーノの会

8 R4.2.1 ○ - 寺　澤　正　幸 男 68 農業 有

会長
　安藤直美

112名

女性の農業委員・
農地利用最適化推
進委員の連携を図
る中で農業委員会
活動の充実強化を
図り、もって、農
村女性の地位向上
と活力ある農業・
農村の振興に寄与
することを目的と
する。

906名○ 苅　谷　雅　行 男 67 農業 無 無
新岩手農業協同組合
農家組合協議会北部支
部
軽米地区

地区代表
　高田和己

56 農業 有 有
北いわて和牛
　改良組合
　　軽米支部

副支部長
　菅波　敏

70名
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軽米町農業委員会委員候補者 推薦・応募 受付状況一覧（令和４年２月10日現在）

氏名 職業 年齢 性別 名　称 代表者名
構成
員数

団体の概要

受付期間：令和４年１月７日～２月10日

№
受付

年月日

区　分 候補者の概要

推薦の理由
又は

応募の理由

推薦者の概要

応募 推薦 氏名 農業経営の状況

個人 団体

職業
認定農業
者の認定
の 有 無

農地利用
最適化推
進委員候

補者の有無

経　　歴性別 年齢

・岩手北部農業共済組合理事（H20.4～H27.4） 肉用鶏(ﾌﾞﾛｲﾗｰ)
・農業委員（H20.4～現在）  (常時32,000羽)
・農事組合法人アグリプロ軽米代表理事 水稲(個人)64a

・農業委員（H31.4～現在） 水稲 鶴飼榮一 農業 70 男

・町認定農業者振興会理事 和牛繁殖 細谷地多門 〃 65 男
袰主信春 〃 69 男
鶴飼勝美 〃 74 男

・町議会議員（H27.5～H31.4） 水稲　11a
・土地改良区理事長（R3.5～現在） 葉たばこ 109a
・岩手県たばこ耕作組合当会産地リーダー

○ 細谷地　　　司 男 57 農業 有 無

　安定した農業経営及び地域
リーダーとして適任者であり、
推進します。

14 R4.2.10 -

13 R4.2.7 ○ -

　農業委員として14年間、勤め
てまいりました。これまでの経
験を活かして、引き続き町のた
め、地域のために役に立ちたい
と思います。

山　田　一　夫 男 60 農業 有
（法人）

有

15 R4.2.10 -

　長年、農業に従事されている
とともに、農業団体の役員を務
められて、農地・農業事情に精
通しており、業績人望等申し分
なく農業委員に推薦する。

土地改良施設の維
持管理等

○ 川原木　芳　藏 男 75 農業 無 無 軽米町土地改良区
理事
　古里多一

964人
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