
苅田町農業委員 推薦及び応募一覧（最終公表）
被推薦者/応募者   推薦者（個人） 推薦者（法人又は団体）

受付
番号

応募
推薦

氏名 職業 年齢 性別 経歴 農業経営の状況
認定農業者の

該当
非該当

推進委員への
推薦・応募

推薦・応募の理由 氏名 職業 年齢 性別 名称 法人又は団体の目的
代表者又は管
理人の氏名

構成員の数 構成員の資格・要件等

年月日 職名・役職等 営農類型 耕作面積(a) （人）

1 推薦 大島信夫 農業 70 男 − 農業従事年数約40年 水稲 53.0 非該当 〇

1.与原上区地内の「農業振興
地域」内に5,300ｍ2の「田」
を所有しており永年耕作に従
事してきた。
2.与原井堰の施設管理及び用
水の管理を誠実に遂行してお
り当地区内及び隣接地区の農
業就業者の信望も厚いこと。

− − − −
与原上区
自治会

地域的な共同活動を行
うことにより、良好な
地域社会の維持及び形
成に資し、自治会員の
福祉増進を図る。

井本博樹 436
与原上区域に住所を有す
る個人及び法人で自治会
費を納入している者

2 推薦 田渕朗 農業 68 男

H26〜

H28〜R5.1

農業委員（3期9年間）
苅田町農業公社勤務

農業従事年数17年
水稲

露地野菜

他田植・稲刈
の作業受託

125.0
15.0

非該当 〇

苅田地区でも当集区において
も耕作面積の減少は時代の流
れです。地目変更等多種の対
応に3期9年間の実績を見ても
彼の誠実さそのものです。行
動力もあり、ぜひ苅田地区の
代表として田渕朗君を推薦致
します。よろしくお願い致し
ます。

− − − − 集区農業会

田畑等を管理し農作物
の増産で会員の福祉地
位の向上を図ることを
目的とする。

坂岡正喜 42
本会の会員は集区に在住
し農業を営む者にて組織
する。

3 推薦 松䕃美紀子 農業 68 女

H26.7

H29.7

R2.7

農業委員（1期）就任
農業委員（2期）就任
農業委員（3期）就任
（R4.2職務代理就任）
農業従事年数28年

水稲 188.7 非該当 〇

日頃から自ら農業に従事し仕
事ぶりは真剣で精力的であ
る。又、農業の行く末を心配
しているようです。実績と経
験から地域農業の様々な課題
に積極的に取り組んで頂ける
ものとして適任者であるため
推薦します。

− − − − 稲光区自治会
安全安心で明るく暮ら
せる地域作り

加藤弘文 83 稲光区自治会員

4 推薦 井上三男 自営業、農業 59 男

Ｈ26.7
 Ｈ29.7〜

農業委員1期
推進委員2期
八田山中山間地資源保全
会（仮）代表
農業従事年数30年

水稲 560.0 非該当 〇

地区の農地の保全管理を長年
行っている井上三男氏にお願
いしたい。

− − − − 八田山区
住民ひとりひとりの人
権が尊重され住みよい
地域

中村保 40 八田山区民である

5 推薦 尾形均 団体役員 76 男 −

黄綬褒章受賞(H14)苅田
町自治功労者
元福岡みやこ農協組合長
元県下農協組合長会副会
長
苅田町農業委員会長
苅田町議会議員

保全管理 − 非該当 −

農業を営みながら農協組合長
として農家の先頭に立ち、町
の農業振興に貢献する。同時
に新鮮な農産物を消費者に提
供する。又農業委員会会長と
して、遊休農地の解消にも努
める。この分野では町内第一
人者。

− − − − 南原区自治会
住民自治の確立、世帯
の利便性向上

山本信夫
1,000世帯
3,000人

区費の支払いをしている
こと
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被推薦者/応募者   推薦者（個人） 推薦者（法人又は団体）

受付
番号

応募
推薦

氏名 職業 年齢 性別 経歴 農業経営の状況
認定農業者の

該当
非該当

推進委員への
推薦・応募

推薦・応募の理由 氏名 職業 年齢 性別 名称 法人又は団体の目的
代表者又は管
理人の氏名

構成員の数 構成員の資格・要件等

年月日 職名・役職等 営農類型 耕作面積(a) （人）

6 推薦 松蔭悟日梅 農業 65 男

H14.7.20〜
H23.7.19
H24.1.19〜
H24.12.3
H30年〜

H16〜

H23.4

R4

農業委員

苅田町共同作業所運営委
員

農業法人あおむし設立

ライスセンター新築運営

水稲
野菜

500.0 該当 −

地域の人や外国人実習生等雇
用して、自らも農作業に従事
しており地域農業振興に努め
ている。農業規模を拡大して
いるため。

− − − − 稲光上区
集落全体で農地を守る
為

奥敏之 250 稲光上区民であること

7 推薦 細川知則 農業 71 男

H30.4〜R2.3

R4.4

八田山区長

農事組合法人白川広域営
農組合理事 副組合長

農業従事年数40年以上
水稲

飼料用米
麦
野菜

2435.9
322.2
525.5
14.2

該当 −

細川氏は、苅田町唯一の営農
組合において副組合長として
地域の優良農地の保全と農業
生産を促進するため、地区内
の農業者間の水利の調整や農
地の利用調整を図っていま
す。さらに高齢化が進み担い
手が減少する中、担い手の育
成・確保に奔走するなど地域
のリーダー的存在です。この
ような活動を通して今後は行
政と地域をつなぐパイプ役の
農業委員として細川氏は最適
であります。

− − − −
農事組合法人
白川広域営農

組合

組合員の農業生産につ
いての協議を図ること
によりその生産性を向
上させ、組合員の共同
の利益を増進すること
を目的とする。

神田俊彦 6

・この組合の地区内に住
所のある農民
・農業協同組合及び農業
組合連合会で、その地区
にこの組合の地区の全部
又は一部を含むもの
・この組合に農業経営基
盤強化促進法第4条第2項
第3号に掲げる事業に係る
現物出資を行った農地保
有合理化法人
・この組合からその事業
に係る物資の供給もしく
は役務の提供を継続して
受ける個人

8 応募 緒方智保 農業 65 女

S51.3〜
H20
H24.4

R4.9.1〜

築城農業協同組合
みやこ農業塾入塾
みやこ農業塾OB会入会
苅田町農業委員会委員
農業従事年数50年

水稲
野菜
果樹

91.0 非該当 −

農業・農家の高齢化、後継者
不足が問題になって久しい。
この難題が解決、改善されれ
ば農地の荒廃化、遊休地の減
少、食料自給率の上昇等に繋
がると思う。農地は限りある
大切な資源なので重要な農地
を守りながら微力ながら地域
に貢献したい。

− − − − − − − − −

9 推薦 笠正則 農業 50 男

H26.11〜
R01.10
R01.11〜
H29.7〜
令和4.4〜

H27.4〜

認定新規就農者

認定農業者
農業委員会委員
苅田町共同作業所運営委
員
苅田町農政補助員

水稲
大麦
野菜

710
200
5

該当 〇

地域農業の担い手として意欲
があり、十分な知識・能力を
備えている。

− − − − 片島区自治会
諸共同活動を通じ、良
好な地域社会の維持・
形成に資する

國吉正純 240 地区住民
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被推薦者/応募者   推薦者（個人） 推薦者（法人又は団体）

受付
番号

応募
推薦

氏名 職業 年齢 性別 経歴 農業経営の状況
認定農業者の

該当
非該当

推進委員への
推薦・応募

推薦・応募の理由 氏名 職業 年齢 性別 名称 法人又は団体の目的
代表者又は管
理人の氏名

構成員の数 構成員の資格・要件等

年月日 職名・役職等 営農類型 耕作面積(a) （人）

10 応募 加藤和視 農業 69 男

H30.4〜Ｒ2.3
R2.4〜R4.3
H30〜H31

谷区長
小地域福祉活動会長
農地・水・環境保全代表

農業従事年数42年

水稲 39.0 非該当 〇

高齢化現象の中で農業従事者
が減少する中、農業経営は労
力や農機具等々の調達も大変
厳しい環境にあります。農地
を守ることは大切なことで、
各地域間交流の促進を図って
よりよい農業経営を行ってい
くことが必要です。この会に
於いて、中立、公平、公正の
立場で対応することとして、
農業委員会に応募いたしまし
た。

− − − − − − − − −

11 推薦 岩谷潔 自営業 56 男

H29.6〜H32.6

H21.4〜

JA福岡京築非常勤理事

苅田町農業委員

農業従事年数33年 水稲
甘しょ

675.0
48.0

該当 −

与原水利組合への協力の為

− − − − 与原水利組合

与原水利組合は、管
理、運営、処分または
補修等必要な事業を行
い組合員並びに耕作者
（永小作権「以下耕作
者という」）の営農安
定のため万全な灌漑対
策を行う事を目的とす
る。目的外での行為は
全て禁止とする。

安藤康生 143
10a以上の農地所有者及び
耕作者

12 推薦 梶原政春 自営業 59 男

R2〜

R4〜

農地利用最適化推進委員

与原水利組合長

農業従事年数14年
水稲 800.0 非該当 〇

優れた農業経営感覚を有し、
意欲的に地域農業の振興と農
業・農村社会環境整備に向け
た実践活動に積極的に取り組
んでいる。

− − − − 与原水利組合

与原水利組合は、管
理、運営、処分または
補修等必要な事業を行
い組合員並びに耕作者
（永小作権「以下耕作
者という」）の営農安
定のため万全な灌漑対
策を行う事を目的とす
る。目的外での行為は
全て禁止とする。

安藤康生 143
10a以上の農地所有者及び
耕作者
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