
１推薦を受ける者 １推薦を受ける者 １推薦を受ける者

氏　名 氏　名 氏　名

職　業 農業 年齢 69歳 性別 男 職　業 農業 年齢 ７２歳 性別 男 職　業 農業 年齢 ６７歳 性別 男

経　歴 経　歴 経　歴

農業経営の状況 農業経営の状況 農業経営の状況

２推薦する者 ２推薦する者 ２推薦する者

氏　名 氏　名 氏　名

職　業 農業 年　齢 70歳 性　別 男 職　業 農業 年　齢 ７２歳 性　別 男 職　業 農業 年　齢 ７９歳 性　別 男

氏　名 氏　名 氏　名

職　業 農業 年　齢 70歳 性　別 男 職　業 農業 年　齢 ６６歳 性　別 男 職　業 農業 年　齢 ７２歳 性　別 男

氏　名 氏　名 氏　名

職  業 農業 年  齢 64歳 性  別 男 職  業 農業 年  齢 ６５歳 性  別 男 職  業 兼業 年  齢 ７４歳 性  別 男

３農業者関係団体からの推薦 ３農業者関係団体からの推薦 ３農業者関係団体からの推薦

４推薦する理由 ４推薦する理由 ４推薦する理由

現農業委員、大阪信用金庫2019年退職 現農業委員、奈良交通株式会社平成20年退社 元県立高校事務長、現川西町社会教育委員

田：35a  畑：16a 田：45a  畑：20a 田：70a、畑：10a

受付ＮＯ．１ 受付ＮＯ．２ 受付ＮＯ．３

小森　博文 上田　和幸 中川　昌光

森山　雅文 細川　晧司 村井　克己

樋口　 潔 西田　和康  巽   和好

認定農業者か否かの別否 認定農業者か否かの別否 認定農業者か否かの別否

代表者氏名 自治会長　森山　雅文 代表者氏名 自治会長　浅川  均 代表者氏名 自治会長　森本　修司

樋口　勝博 西岡　二郎 中川　芳次

団体等の名称 上吐田自治会 団体等の名称 下永西城自治会 団体等の名称 保田自治会

自治会会計として活躍中で、自治会員からの信頼も厚い 自治会役員や井堰管理者として精力的に活動されている。
県庁退職後、稲作やハウス野菜の作付けに従事し、地域農業
への見識がある。

自治会員

構成員の人数 ７２世帯、１７９人 構成員の人数 ４６世帯、１３８人 構成員の人数 １７２世帯、４１９人

構成員の資格・性格
に関する事項

上吐田自治会内に居住する者
構成員の資格・性格
に関する事項

自治会員
構成員の資格・性格
に関する事項



１推薦を受ける者 １推薦を受ける者 １推薦を受ける者

氏　名 氏　名 氏　名

職　業 農業 年齢 ７２歳 性別 男 職　業 農業 年齢 ７６歳 性別 男 職　業 無職 年齢 ７１歳 性別 男

経　歴 経　歴 経　歴

農業経営の状況 農業経営の状況 農業経営の状況

２推薦する者 ２推薦する者 ２推薦する者

氏　名 氏　名 氏　名

職　業 農業 年　齢 ７９歳 性　別 男 職　業 農業 年　齢 ７８歳 性　別 男 職　業 兼業 年　齢 ６４歳 性　別 男

氏　名 氏　名 氏　名

職　業 兼業 年　齢 ７１歳 性　別 男 職　業 農業 年　齢 ７６歳 性　別 男 職　業 農業 年　齢 ６９歳 性　別 男

氏　名 氏　名 氏　名

職  業 農業 年  齢 ６８歳 性  別 男 職  業 兼業 年  齢 ５５歳 性  別 男 職  業 農業 年  齢 ７０歳 性  別 男

３農業者関係団体からの推薦 ３農業者関係団体からの推薦 ３農業者関係団体からの推薦

４推薦する理由 ４推薦する理由 ４推薦する理由

誠実かつ経験豊かで活動的である。元自治会長を務められ、地元地域に詳しく適任者である。 経験長く、農業関係を熟知、人望厚く最適な人材

構成員の資格・性格
に関する事項

自治会員
構成員の資格・性格
に関する事項

下永東城地区に在住する自治会員
構成員の資格・性格
に関する事項

自治会員

９９世帯、２３７人

代表者氏名 自治会長　吉村　勝代表者氏名 自治会長　森川　隆司 代表者氏名 自治会長　吉川  巌

構成員の人数 ４９４世帯、１，１６０人構成員の人数 １１２世帯、２６９人 構成員の人数

仲島　政夫中畑　 博 廣瀬　充啓

団体等の名称 出屋敷自治会団体等の名称 下永東城自治会 団体等の名称 市場自治会

否

松村　定則松田  貢 丹羽　博文

吉村　勝人森川　隆司 増井　二郎

認定農業者か否かの別否認定農業者か否かの別否 認定農業者か否かの別

現農業委員会会長元自治会長（H28） 現農業委員、現農家組合長、～H27農家組合長会代表

水田：24a,畑：7a 田：1.6ha

受付ＮＯ．６受付ＮＯ．４ 受付ＮＯ．５

吉村　利一小川　壽治 木本　久治



１推薦を受ける者 １推薦を受ける者 １推薦を受ける者

氏　名 氏　名 氏　名

職　業 農業 年齢 ６９歳 性別 男 職　業 農業 年齢 ６８歳 性別 男 職　業 農業 年齢 ７３歳 性別 男

経　歴 経　歴 経　歴

農業経営の状況 農業経営の状況 農業経営の状況

２推薦する者 ２推薦する者 ２推薦する者

氏　名 氏　名 氏　名

職　業 兼業 年　齢 ６１歳 性　別 男 職　業 農業 年　齢 ７４歳 性　別 男 職　業 農業 年　齢 ８２歳 性　別 男

氏　名 氏　名 氏　名

職　業 農業 年　齢 ７２歳 性　別 男 職　業 農業 年　齢 ７２歳 性　別 男 職　業 農業 年　齢 ８１歳 性　別 男

氏　名 氏　名 氏　名

職  業 農業 年  齢 ６９歳 性  別 男 職  業 農業 年  齢 ６９歳 性  別 男 職  業 農業 年  齢 ７４歳 性  別 男

３農業者関係団体からの推薦 ３農業者関係団体からの推薦 ３農業者関係団体からの推薦

４推薦する理由 ４推薦する理由 ４推薦する理由

　町の農業委員を2期務める傍ら、農家組合長としても力を発揮
している。

農業知識が豊富で農政に明るい 　現農業委員で農政の知識がある。

構成員の資格・性格
に関する事項

自治会員
構成員の資格・性格
に関する事項

会員
構成員の資格・性格
に関する事項

自治会員

158世帯、392名

代表者氏名 自治会長　吉井　基裕 代表者氏名 奥田　昌宏 代表者氏名 自治会長　津留﨑　俊美

構成員の人数 ７３世帯、１８２人 構成員の人数 １９７世帯、３２２人 構成員の人数

吉井　基裕 嶋田　正博 吉岡　義則

団体等の名称 南吐田自治会 団体等の名称 結崎中村区地縁団体会 団体等の名称 結崎辻自治会

否

橋本　宗和 奥田　昌宏 上田　直朗

吉田　誠良 北岡　宗洋 杉本　孝治

認定農業者か否かの別否 認定農業者か否かの別否 認定農業者か否かの別

農業委員2期（現副会長）、現農家組合長 現農業委員、農家組合長 現農業委員、現町社会福祉協議会理事、元辻自治会長

水田：65a、ﾊｳｽ栽培：3a 水田：88a、畑：5a 水田：10a、畑：5a

受付ＮＯ．７ 受付ＮＯ．８ 受付ＮＯ．９

竹村　元秀 石橋　一泰 矢部　 智



１推薦を受ける者 １推薦を受ける者 １推薦を受ける者

氏　名 氏　名 氏　名

職　業 無職 年齢 ７0歳 性別 男 職　業 無職 年齢 ６５歳 性別 男 職　業 農業 年齢 ７５歳 性別 男

経　歴 経　歴 経　歴

農業経営の状況 農業経営の状況 農業経営の状況

２推薦する者 ２推薦する者 ２推薦する者

氏　名 氏　名 氏　名

職　業 兼業 年　齢 ６３歳 性　別 男 職　業 自営業 年　齢 ６９歳 性　別 男 職　業 農業 年　齢 ７１歳 性　別 男

氏　名 氏　名 氏　名

職　業 農業 年　齢 ７０歳 性　別 男 職　業 農業 年　齢 ７８歳 性　別 男 職　業 兼業 年　齢 ６１歳 性　別 男

氏　名 氏　名 氏　名

職  業 兼業 年  齢 ６４歳 性  別 男 職  業 農業 年  齢 ６２歳 性  別 男 職  業 農業 年  齢 ６９歳 性  別 男

３農業者関係団体からの推薦 ３農業者関係団体からの推薦 ３農業者関係団体からの推薦

４推薦する理由 ４推薦する理由 ４推薦する理由

自治会と常に情報を共有し、委員としての職務を遂行できる者と
して推薦します。

自治会内で農業委員候補者を募集したところ、応募があった。候補者
は、副自治会長の経歴があり、地域に精通しているため、推薦すること
とした。

農業経験が豊かで見識も広く適した人材である。

自治会員

構成員の人数 ３７世帯、１００人 構成員の人数 210世帯、４４９人 構成員の人数 ３２０世帯、７２０人

構成員の資格・性格
に関する事項

自治会員
構成員の資格・性格
に関する事項

自治会員
構成員の資格・性格
に関する事項

認定農業者

代表者氏名 南浦　弘美 代表者氏名 自治会長　若井　義博 代表者氏名 自治会長　伴井　敬司

中川　敬司 吉岡　一茂 吉田　宗夫

団体等の名称 北吐田自治会 団体等の名称 梅戸自治会 団体等の名称 唐院自治会

認定農業者か否かの別否 認定農業者か否かの別否 認定農業者か否かの別

安田　重則 若井　義博 辰巳　正一

吉田　利夫 上原　大洋 福山　臣尾

受付ＮＯ．１０ 受付ＮＯ．１１ 受付ＮＯ．１２

堀内　甚三 寺澤　伸和 浅井　秀男

NTT西日本㈱H22退職、現農業委員 川西町役場退職H27、元副自治会長 現農業委員、元農家組合支部長（H23～H28）

田：4a 田：13a 水田：2.5ha、畑：5a、育苗及び調整受託業務



１推薦を受ける者 １推薦を受ける者

氏　名 氏　名

職　業 兼業 年齢 ６１歳 性別 男 職　業 兼業 年齢 ７４歳 性別 女

経　歴 経　歴

農業経営の状況 農業経営の状況

２推薦する者 ２推薦する者

氏　名 氏　名

職　業 自営業 年　齢 ６１歳 性　別 男 職　業 兼業 年　齢 ６７歳 性　別 男

氏　名 氏　名

職　業 兼業 年　齢 ６１歳 性　別 男 職　業 農業 年　齢 ６７歳 性　別 男

氏　名 氏　名

職  業 兼業 年  齢 ６３歳 性  別 男 職  業 農業 年  齢 ７８歳 性  別 男

３農業者関係団体からの推薦 ３農業者関係団体からの推薦

４推薦する理由 ４推薦する理由

現農業委員、現農家組合長 現川西町議会議員、現自治会長

田：30a 田：49a、畑：4a

受付ＮＯ．１３ 受付ＮＯ．１４

島田　博司 安井　知子

森村　正彦 南田　至啓

増田　至孝 南本　重章

認定農業者か否かの別否 認定農業者か否かの別否

代表者氏名 自治会長　弓仲　利博 代表者氏名 自治会長　安井　知子

弓仲　利博 安井　秀行

団体等の名称 井戸自治会 団体等の名称 下永東方自治会

構成員の資格・性格
に関する事項

自治会員
構成員の資格・性格
に関する事項

自治会員

構成員の人数 138世帯、332人 構成員の人数 １８７世帯、３３４人

温厚な性格で適任者である。
農家世帯として農業の知識がある。また、自治会長として地元
地域に精通している。


