
山添村農業委員会委員に関する推薦及び応募の状況（最終発表）

【推薦の状況】

氏名 職業 年齢 性別 経歴 農業経営の状況 氏名 職業 年齢 性別 推薦の理由

今井　良幸 農業 63 男

奥田　光則 農業 63 男

田畑　栄一 建築業 63 男

谷口　　勇 会社員 69 男

奥西　勝利 無職 67 男

茶谷　　寿 無職 65 男

廣岡　和雄 農業 66 男

石原　健司 会社員 69 男

会社員 59 男

岩本　克二 無職 64 男

石橋　  隆 無職 66 男

池住　寿弘 無職 61 男

吉矢　義彦 自営業 65 男

今西　三郎 会社員 64 男

福井　新成 会社員 69 男

窪田　龍雄 建築業 64 男

田和　泰昭 無職 65 男

中岡　宏美 農業 63 女

森中　利也 無職 70 男

畑中　重一 農業 68 男

永谷　義博 無職 69 男

杉岡　利昭 会社員 55 男

乾  　卓司 会社員 46 男

上久保喜代志 農業 60 男

営農類型：米・茶
経営面積：１６０a

現職であり、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有しており、農業委員とし
ての職務を適切に行うことができる者であるため推薦します。

8 大西　義康 農業 62 男
農業に従事
昭和５０年４月～現在

営農類型：茶・水稲
経営面積：３００a

農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有しており、農業委員として適任である
ため。

7 廣岡　典子 農業 66 女
山添村農業委員
平成２６年７月～現在

営農類型：米、野菜
経営面積：2０a

現職であり、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有しており、農業委員とし
ての職務を適切に行うことができる者であるため推薦します。

6 色雲　辰樹 農業 64 男

山添村勧業委員
平成１８年１月～１２月　　農
業に従事
昭和５３年４月～現在

営農類型：米・野菜
経営面積：７０a

日頃から田畑の維持管理に従事され、農業に熱意と識見を有しており農業委員として
適任であるため。

5 山村　玲子 農業 63 女
山添村農業委員
平成２６年７月～現在

営農類型：茶樹苗木、
野菜
経営面積：６４a

現職であり、地域に精通し、農業に熱意と識見を有しており農業委員として適任である
ため。

4 馬塲　隆義 農業 68 男

山添村勧業委員
平成２１年１月～１２月
農業に従事
昭和４２年４月～現在

営農類型：米
経営面積：１０a

農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有しており、農業委員として適任である
ため。

3 福山　若仁 農業 68 男

山添村勧業委員
平成２１年１月～
平成２２年１２月
山添村農業委員
平成２６年７月～現在

農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有しており、農業委員として適任である
ため。

2 奥西　　守 農業 62 男
山添村農業委員
平成２６年７月～現在

営農類型：米
経営面積：６０a

現職であり、農地等の利用の最適化の推進についての経験が豊かであると共に、熱
意と識見を生かし農業委員として適任であるため。

届
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号

推薦を受ける者に関する事項 推薦をする者

1 木寅　　久 農業 70 男
山添村農業委員
平成２６年７月～現在

営農類型：米、茶
経営面積：３５０a



東川　洋志 地方公務員 54 男

森浦　崇剛 農業 65 男

中垣　雅至 自営業 45 男

北村　  博 自営業 62 男

東川　昌司 会社員 61 男

峠　  宏幸 地方公務員 47 男

杉本　義美 会社員 63 男

福森　  忍 会社員 63 男

松本　一樹 農業 63 男

福井　新成 会社員 69 男

宮坂　恭司 自営業 63 男

前川　武俊 会社員 55 男

尾上　利夫 会社員 62 男

浦　   宏一 会社員 62 男

福井　新成 会社員 69 男

今西　三郎 会社員 64 男

森中　利也 無職 70 男

【応募の状況】　　なし

営農なし
長年教育現場にて活躍され、人柄も温厚で誠実な方であり、農業に対し違った視点か
ら適切に職務を行うことができる者であるため推薦します。

12 坂口　信広 農業 65 男

山添村勧業委員
平成２１年１月～１２月
農業に従事
昭和４５年４月～現在

11 中光　啓幸 農業 69 男

山添村勧業委員
平成１１年１月～１２月
農業に従事
昭和４１年４月～現在

営農類型：米、野菜
経営面積：１２０a

農業関係に熱心に従事されているため、農業委員としての職務を適切に行うことがで
きる者であるため推薦します。

営農類型：水稲・野菜
経営面積：９８a

推薦を受ける者は、平成２６年１月に新規就農され、３９歳と若い農業者であります
が、農業に対して研究熱心で真面目に従事されています。そして次世代の農業を担っ
ていく人材でもあります。その熱意を生かし農業委員としての職務を適切にできる者で
あることから推薦します。

14 岡田  明由 農業 39 男

農業研修
平成２４年１０月～平成２５
年１２月
農業に従事（新規就農）
平成２６年１月～現在

営農類型：米、野菜
経営面積：２００a

農業に対し前向きであり、農地利用の推進に熱意と識見を有しており、農業委員として
の職務を誠実に行う者であるため推薦します。

13 井久保芳成 無職 66 男 前職：教諭

営農類型：米
経営面積：１５０a

奈良県農業協同組合
代表理事・理事長

楳田　忠敬

地域の担い手農家からの人望も厚く、農協活動を通じて地域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、解消等農地の利用に関
する最適化等、農業委員会業務に大きく貢献できるため推薦する。

10 農業 65 男
農業に従事
昭和５０年１１月～現在

営農類型：米・茶
経営面積：２００a

9 井岡　正守 農業 79 男

山添村農業協同組合専務理事
平成５年５月～平成１０年６月
奈良県農業協同組合経営管理委員
平成１８年６月～平成２１年６月
山添村農業委員
平成１７年７月～現在

農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有しており、農業委員としての職務を
適切に行うことができる者であるため推薦します。


