
番号 氏名 職業 年齢 性別 経歴 農業経営の状況
認定農業者又は認定農
業者に準ずる者の別

氏名 職業（役職） 年齢 性別 推薦理由

農地利用最
適化推進委
員への推進
の有無

植村　和由 大野区長 68 男

寺田　英生 箸尾大野土地改良区理事長 77 男

青木　彰男 大野実行組合長 56 男

上田　政宏 笠実行組合長 66 男

竹井　三男 笠区長 67 男

鈴木　良介 広瀬区長 69 男

西口　昌憲 広瀬農事実行組合代表支部長 73 男

髙月　光太朗 中区長 69 男

吉田　剛帳 中実行組合支部長 60 男

1 平岡　延泰 農業 70 男 農業歴１０年

農業従事日数：年間５０日
自作地（a）：35a
小作地（a）：41a
主要生産作物：水稲

該当無

平岡延泰氏は会社勤めのかたわら、家の農
業とともに母屋の耕作もされ特に米作りを中
心にされておられます。また、地元の水利組
合長の他、土地改良区理事もして頂き、地
元に大変貢献しておられます。また、広陵町
では３年間農地利用最適化推進委員をさ
れ、農業発展に寄与していただいた。

無

2 上田　良弘 農業 66 男 農業歴２０年
農業従事日数：年間２００日
自作地（a）：40a
主要生産作物：水稲・野菜

該当無

上田良弘氏は会社勤めのかたわら、家の農
業に携わっていました。退職後は、野菜作り
を中心に稲作にも力を入れ、地元笠実行組
合の役員にもなられ、農地に関する知識も
豊富であります。上田氏の農業に対する熱
意と知識は、広陵町の農業の発展に大いに
貢献するものとして推薦いたします。

無

3 辻本　孝司 農業 66 男 農業歴３３年

農業従事日数：年間２００日
自作地（a）：35a
小作地（a）：25a
主要生産作物：水稲

認定農業者

辻本孝司氏は会社勤めのかたわら、農業に
携わっていましたが、退職後は米作りを中
心に活動。又、地元の農地利用最適化推進
委員も引き受け、農地に関する知識も豊富
です。辻本氏の農業に対する知識と熱意は
広陵町の農業発展に大いに貢献するものと
して推薦いたします。

無

4 嶋田　正之 農業 72 男 農業歴１２年
農業従事日数：年間３００日
自作地（a）：100a
主要生産作物：米・夏秋野菜

認定農業者

嶋田正之氏は過去に実行組合支部長も経
験され耕作地も広く、農地に関する知識も豊
富で区長も経験され、農業委員に最適で
す。

無

合計 14 8

【個人による推薦の状況】

推薦を受ける者 推薦者

団体推薦を受けた者 1 1

自ら応募した者 2 1

広陵町農業委員会委員の推薦及び応募の状況（最終公表）
【総括】

区分 人数
うち認定農業者又は

認定農業者に準ずる者の数

個人推薦を受けた者 11 6



安本　元英 大塚区長 70 男

安川　泰武 農業（前大塚区長） 73 男

山本　悦雄 農業 77 男

池嶋　隆 斉音寺区長 69 男

新谷　悦司 農事実行組合斉音寺支部長 70 男

松井　常雄 百済南区長 72 男

松井　純二 元農業委員 69 男

岡橋　清夫 二条実行組合支部長 59 男

松村　太志 百済北区長 64 男

藤本　博行 百済森総代 67 男

林　正佳 百済森支部長 55 男

武村　禎茨 古寺水利組合長 72 男

村田　正廣 農業 71 男

阿部　惠蔵 庄之垣内実行組合長 66 男

西田　裕夫 瀬南改良区役員 69 男

森本　五十六 大場区長 67 男

奥山　勝三 大場水利組合員 69 男

5 塚本　吉則 農業 71 男 農業歴４０年
農業従事日数：年間２６０日
自作地（a）：40a
主要生産作物：露地野菜

該当無

塚本吉則氏は会社勤めのかたわら、家の農
業に携われてきました。また、地元の水利委
員も引き受け農業実行組合長も引き受け、
農地に関わる知識も豊富です。塚本吉則氏
は農業に対する熱意と知識は広陵町の農
業発展に大いに貢献するものとして推薦い
たします。

無

6 大藪　武 農業 69 男 農業歴40年

農業従事日数：年間２５０日
自作地（a）：70a
小作地（a）：10a
主要生産作物：水稲・野菜

認定農業者

大藪武氏は認定農業者として、米作り野菜
作りを中心に販売農家となり、直売所等に
出荷され地産地消に貢献されています。大
藪武氏の農業に対する熱意と知識は広陵
町の農業発展に大いに貢献するものとして
推薦します。

無

7 竹嶋　清 農業 69 男 農業歴３８年
農業従事日数：年間１２０日
自作地（a）：55a
主要生産作物：水稲

認定農業者

竹嶋清氏は会社勤めのかたわら、家の農業
に携わっていましたが、退職後は米作り野
菜作りに専念しております。また地元の水利
委員も引き受け、農地に関する知識も豊富
です。竹嶋清氏の農業に対する熱意と知識
は広陵町の農業に大いに貢献するものとし
て推薦いたします。

無

8 林　秀和 農業 69 男 農業歴５０年
農業従事日数：年間２００日
自作地（a）：160a
主要生産作物：水稲

認定農業者

自営業のかたわら支部長を歴任され、地域
農業に大変精通され、百済地区並びに広陵
町農業発展に貢献できる者として推薦いた
します。

無

9 松山　勝 農業 68 男 農業歴２０年

農業従事日数：年間２００日
自作地（a）：20a
小作地（a）：10a
主要生産作物：水稲

該当無

松山勝氏は会社勤めのかたわら、家の農業
に携わっていましたが、退職後は米作りを中
心に地元の水利委員も引き受け、農地に関
する知識も豊富です。よって、松山勝氏を推
薦いたします。

無

11 吉崎　隆男 農業兼パート 70 男 農業歴４０年

10 藤田　久一 農業 72 男 農業歴５０年
農業従事日数：年間１５０日
自作地（a）：70a
主要生産作物：水稲・露地野菜

認定農業者
藤田久一氏の農業に対する熱意と知識は
広陵町の農業発展に大いに貢献するものと
して推薦いたします。

無

農業従事日数：年間１００日
自作地（a）：10a
主要生産作物：水稲

該当無
１２件の農家あり、１年ごとに入れかわり、今
年当番になったため。

無


