
五所川原市農業委員会委員の推薦及び応募の状況（最終公表）

受
付
番
号

氏　　名 年齢 性別 職　業 経　　　歴 農業経営の状況

認定農業
者の該
当・非該
当

応募の理由
農地利用最
適化推進委
員への応募

1 秋田谷　悟 66 男 農業 平成１６年４月１６日：市浦地区土地改良区理事
水稲４．６ｈａ
飼料用米６．８ｈａ
大豆６．５ｈａ

該当

・農業生産力の向上や農業経
営の合理化の指導や育成をし
たいため。 無

2 寺田　幸光 63 男 農業

平成１２年６月３日：五所川原市南部土地改良区総代
平成２１年３月２８日：五所川原市農業委員
平成２７年３月２８日：農業委員会会長職務代理者
平成２８年６月２日：五所川原市南部土地改良区副理事長

４．６ｈａ 該当

・五所川原地域の農地の保
全、遊休農地の利用の推進を
引き続き努力して参りたい。 無

3 太田　勝彦 64 男 農業
平成８年６月３日：南部土地改良区総代
平成２９年４月１日：津軽広域農業共済組合　副組合長

りんご２９a
米１２．５ｈａ

該当

・農地の保全と担い手への農
地集積に努力していきたい。

有

4 柳原　真 36 男 会社員・農業 平成２４年３月２８日：五所川原市農業委員
水稲９３ａ
りんご２０ａ

該当

・農業委員として今まで活動し
てきた経験を活かして、これか
らも地域農業の振興の為に協
力していきたい為です。

有

5 小野　列子 59 女 農業

平成１７年４月８日～平成２７年３月２７日：五所川原市農業委員
平成２７年３月２８日～現在：五所川原市農業委員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（農業振興部会長職務代理者）
平成７年１月３０日～現在：ＶＩＣウーマン　北五地区会長
平成１５年１１月１日～現在：生活改善グループ連絡協議会　会長
平成２５年５月２３日～現在：男女共同参画委員

水稲８７５ａ
飼料用米５３０ａ
大豆１８０ａ
景観作物他２１０ａ

非該当

・食育や食農教育など、女性な
らではの活動を行いながら地
域農業の振興につなげていき
たい。又、女性が登用される環
境づくりの道筋をつくりたい。

無

6 相馬　孝雄 49 男 会社員 水稲２．０ｈａ 非該当
・若手農業者の育成。
・農地集約化の促進。

無

7 65 男 農業
平成２３年４月１日：五所川原市転作集団連絡協議会　会長
平成２６年５月１２日：五所川原市北部土地改良区理事

水稲１８，９１８㎡ 該当
・市農業発展の為人力を尽くし
たい。

無

8 森　義博 65 男 農業

平成１４年７月１５日～：五所川原市農業委員会委員（農地部会長）
平成２３年４月～：水野尾地区保全隊代表
平成８年７月～：五所川原市南部土地改良区総代

１１３，３５０㎡ 該当 ・五所川原市の農地を守る。 無

五所川原市農業委員会平成29年9月1日３．【個人による応募】
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9 佐野　一 63 男 農業
平成１１年７月２０日～：農業委員
平成１４年～１７年：会長職代

水稲３．５ｈａ
トマト２５ａ

該当 ・五所川原農業発展の為。 無

10 和島　勇人 54 男 農業
平成１１年７月１５日：農業委員
平成２６年：小田川土地改良区　総代

水稲２０ｈａ
大豆１０ｈａ

該当 ・若手農業者の育成。 無

11 斎藤　靖裕 64 男 農業 平成１１年～現在：農業委員
水稲３．４ｈａ
りんご０．６ｈａ

該当
・五所川原市農業発展のた
め。

無

12 秋田谷　和智 41 男 農業 平成２８年４月１６日～平成３２年４月１５日：市浦地区土地改良区理事
水稲５３ｈａ
大豆２４ｈａ

該当
・若手農業者の育成。
・農業経営の合理化を図り、農
家の地位向上に寄与したい。

無

13 白戸　裕丈 45 男 会社員 平成２４年３月より：五所川原市農業委員
水稲９ｈａ
果樹１．５ｈａ　他

非該当
・地域農業の発展に寄与する
ため。

有

14 長尾　信彦 64 男 農業
Ｈ５～Ｈ１１、Ｈ２４～現在：農業委員
Ｈ９～Ｈ１１：JA花卉部会長

水稲２８ｈａ
ハウス（切花・野菜）６０ａ

該当 ・農業発展のため。 無

15 原田　繁福 68 男 農業

Ｈ５．７．２０～現至：農業委員
Ｈ元．１０．１～現至：小田川土地改良区　維持管理委員
Ｈ１９．４．１～現至：つがるにしきた農協　津軽北部水稲部会長
Ｈ１９．４．１～現至：つがるにしきた農協　米穀推進協議会副会長
Ｈ１９．４．１～現至：多面的機能支払交付金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金木北部地区環境保全組織　代
表

水稲：１４８，９８１㎡ 該当
・五所川原市農業の発展のた
め。

無

16 外崎　高逸 37 男 農業

Ｈ２２年～現在：俵元消防団部長
Ｈ２３年：東峰小学校ＰＴＡ会長
Ｈ２４～２５年：五所川原青年部部長
Ｈ２５：五所川原第二中学校ＰＴＡ会長
Ｈ２８～現在：青森県りんご協会理事
Ｈ２８～現在：青森県りんご協会青年部部長

水田２８ｈａ
りんご園３ｈａ

非該当
・地域農業発展の為若い力を
発揮したい。

有
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17 小山内　清人 58 男 農業 平成１４年７月：農業委員 水稲２７．５ｈａ 該当 ・地域の農業に貢献するため。 無

18 木村　洋一 70 男 農業 広田堰土地改良区：理事 水稲６．９ｈａ 該当 ・地区農業発展の為。 無

19 栁原　一夫 59 男 農業
平成２７年３月２８日：五所川原市農業委員
平成１４年１１月２８日：白山溜池改良区監事

水稲１３３．５ａ
小麦１２．６ａ
その他４３．５ａ

該当
・農業発展のためにつくした
い。

無

20 川浪　由男 67 男 農業
平成２１年３月２８日から：農業委員
平成２５年９月から：ごしょつがる農協理事

水稲１３．５ｈａ
小麦１．５ｈａ

該当 ・農家のため。 無

21 桑田　哲明 59 男 農業 平成１４年７月２０日：農業委員
水稲作付１，００９．０ａ
転作（大豆）１，２８４．８ａ

該当
・新制度移行の主目的とする、
「農地利用の最適化」の成果を
挙げられる様に努力する。

無

22 伊藤　鐵男 70 男 農業 Ｈ２年７月１５日～現在：五所川原市農業委員 水稲１０ｈａ 該当

・後継者を育てる事につとめ
る。
　集落の輪、和、我を大事に相
談役として努力して行きたいと
思う。

無



受
付
番
号

氏　　名 年齢 性別 職　業 経　　　歴 農業経営の状況

認定農業
者の該
当・非該
当

応募の理由
農地利用最
適化推進委
員への応募

五所川原市農業委員会平成29年9月1日３．【個人による応募】

23 川浪　輝雄 43 男 農業
平成２７年３月２８日：五所川原市農業委員

水稲８ｈａ 該当 ・五所川原農業発展の為。 無

24 阿部　喜代志 59 男 農業 平成２４年～：南部土地改良区　監事
果樹（りんご）２１０ａ
水田４８０ａ

該当 ・地域の農業に貢献したい。 有

25 桜井　良一 68 男 農業
平成２６年より：小田川土改　総代
昭和６１年より：長富営農組合　組合長

水稲１０ｈａ 該当 ・地域農業の発展の為。 無

26 中谷　徳善 62 男 農業

Ｈ２１．４～Ｈ２９．８現：五所川原市農業委員
Ｈ１５～現在：小田川土地改良区川倉維持管理委員
Ｈ２２～現在：川倉保全隊幹事
Ｈ２０～現在：農業共済部長

水稲３ｈａ
野菜ハウス１０ａ
花キハウス２１ａ（切花）

該当
・毎年耕作放棄地が増えてい
るのでその解消と地域農業の
発展のために尽くしたいです。

無


