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（歳）
主な営農
形態

営農面積 営農歴 （歳）

上村　昌規 52 男 農業 旧美進小PTA会長 畑作 54ha 32年 該当 村上　聡和 54 男 農業

美瑛高校PTA会長 小口　勝義 56 男 農業

JA青年部長 吉井　泰博 65 男 農業

平成26年7月～

農業委員2期6年

打田　佳史 57 男 農業 美瑛消防団副団長 畑作 33.86ha 37年 該当 千葉　信義 66 男 農業

美瑛種子馬鈴薯生産組合組合長（4年） 加藤　裕昭 56 男 農業

しろがね土地改良区藤野共栄管理組合組合長（6年） 関口　茂樹 68 男 農業

平成29年7月～

農業委員1期3年

有富　友昭 45 男 農業 瑛進町内会長 畑作 19.73ha 22年 該当 酒本　德志 66 男 農業

三愛行政区副区長 菅井　宏和 60 男 農業

那智美瑛火祭実行委員長 佐渡　志郎 59 男 農業

福富三愛改善組合・環境保全組合会計（3年）

豆作生産部会理事（4年）

〃監事（6年）

平和堆肥組合会長（4年） 　

農業士大雪農匠会の副会長(1年）

美瑛土地改良区総代（5年）

大場　男 59 男 農業 新星第4町内会長 畑作 35ha 34年 該当 谷口　幹男 66 男 農業

新星農用地利用改善組合長（4年） 村上　正幸 56 男 農業

〃副組合長（4年） 菅原　誠一 67 男 農業

平成30年6月25日～

農業委員1期2年

平間　初美 61 男 農業 美沢行政区長 畑作 14ha 35年 該当 三上　光由 60 男 農業

JAアスパラ部会会長 園芸 伊藤　敬 43 男 農業

改善組合役員 米田　浩幸 59 男 農業

JA麦作部会役員

平成23年7月～

農業委員3期9年

地域での信頼も厚く、リーダー的な存在であ
り、農業委員に適任である。
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数々の役職を務め、地域・町内での信頼があ
り、農業委員として適任である。

打田さんは農業に関して幅広い知識を持ち、
地域の改善組合での役職を歴任するなど、地
域での信頼も厚く、リーダー的な存在であ
り、農業委員も2期目になりますので適任であ
ります。

大場さんは、農業に関する幅広い知識と共
に、地域改善組合での役職を歴任するなど、
地域での信頼も厚く、リーダー的存在であ
り、農業委員に適任である。

有富さんは農業に関して幅広い知識を持ち、
地域の改善組合等での役職を歴任するなど、
地域での信頼も厚く,リーダー的な存在であ
り、農業委員に適任である。
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農業委員の募集に係る申込者等に関する情報

性別 職業 推薦理由

受
付
順

被推薦者（推薦を受けた者） 推薦者

氏名 性別 職業 経歴等

１　地域等からの推薦

農業経営の状況
認定農業者
等の該当

 氏名
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只野　透 57 男 農業 北瑛行政区長 畑作 56ha 36年 該当 河村　紀明 57 男 農業

美瑛町農協馬鈴薯部会長（4年） 村形勇樹雄 51 男 農業

平成23年7月～ 田島　直哉 51 男 農業

農業委員3期9年

成田　敦志 51 男 農業 瑠辺蘂第３集落会長 畑作 39ha 19年 該当 江花　吉則 43 男 農業

美馬牛中学校PTA会長 斉藤　雅司 39 男 農業

鎌上　義男 51 男 農業

森平　敏文 59 男 農業 新区画行政区長 畑作 26ha 39年 該当 下司　正博 68 男 農業

向上町内会長 大原　健 49 男 農業

新区画コンバイン組合長 神成　博美 66 男 農業

美瑛町改善組合副会長

農民連盟副執行委員長

美瑛町豆部会会長

キャベツ部会会長

平成29年7月～

農業委員1期3年

荒川　博彦 53 男　 農業 町内会長 田　 18ha 35年 該当 草野　恒之 65 男 農業

消防団 園芸 草野　将樹 42 男 農業

改善組合（３年） 田中　富郎 56 男 農業

平成29年7月～

農業委員1期3年

只野さんは美瑛町馬鈴薯部会では、長年にわ
たり役職を歴任され、また地域内の生産組織
北瑛バーク組合の役員も務めていただき、農
業振興にご尽力頂いている方です。農業委員
では3期目を務め終えようとしておりますが、
現在会長代理に就任されている事から、次期
の農業委員に適任であることから推薦しま
す。
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成田さんは農業に関して幅広し知識を持ち、
地域での信頼も厚く、リーダー的な存在であ
り、農業委員に適任である。

森平敏文さんは、農業に関しても幅広い知識
を持ち、地域での信頼も厚く、リーダー的存
在であり、2期目に向かっても頑張っていただ
けるものと確信しますし、農業委員に適任な
方である。

荒川博彦さんは、農業に関して幅広い知識を
持ち、地域の改善組合の役職をしています。
農業を守るために日々努力されています。地
域の農業と農地を守るために農業委員に適任
である。



年齢 年齢

（歳）
主な営農
形態

営農面積 営農歴 （歳）

農業委員の募集に係る申込者等に関する情報

性別 職業 推薦理由

受
付
順

被推薦者（推薦を受けた者） 推薦者

氏名 性別 職業 経歴等

１　地域等からの推薦

農業経営の状況
認定農業者
等の該当

 氏名

谷本　憲一 57 男 農業 行政区長、農事組合長、PTA会長、消防分団長 田 48ha 38年 該当 舟木　正登 57 男 農業

農協青年部理事 畑作 平川　正昭 54 男 農業

農業委員 山田　剛 54 男 農業

大根部会部長（3年）

稲作部会推進委員（19年）

平成26年7月～

農業委員2期6年

長谷川　宏 57 男 農業 五稜行政区副区長 畑作 42a 39年 該当 植田　勝夫 57 男 農業

五稜分館主事 杉山　直人 40 男 農業

町づくり委員会会長 山岸　敬貴 55 男 農業

五稜改善組合組合長（6年）

麦部会監事（2年）

上川中央農業共済組合監事（6年）

長谷川さんは農業者として多くの役職を経験
され、幅広い農業知識と堅実な農業経営で地
域のリーダー的存在で、農業委員に適任であ
る。

6年間の経験を踏まえ、日々学習を怠らず朗根
内地域の様々な事案に対し適切なアドバイス
など実績を着実に積んできたことと、朗根内
地域の農業者の皆から信頼され、農業委員会
の中でも必ず活躍される人物であると選考委
員、地域より強い推薦、意見が上がった。
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