
大淀町農業委員会委員の推薦及び応募の状況

推薦の状況 （届出順）

耕作面積 33 ｱｰﾙ

耕作面積 200 ｱｰﾙ

耕作面積 50 ｱｰﾙ

耕作面積 31 ｱｰﾙ

耕地面積 20 ｱｰﾙ

耕地面積 60 ｱｰﾙ

5 南　光則 農業 80 男
平成20年4月　　　 まちづくり委員会委員
平成21年7月～　　大淀町農業委員会委員 非該当

奥越部区並びに奥越部区長より推薦を
頂き、これまでの経験と知識を基に引
続き努力します。

農業者の代表として問題に向き合い、
担い手不足の中今後の農地利用のあ
り方や遊休農地の新規参入など生産者
や地域の解消解決に向けて取り組みた
い。

生産作物
露地野菜

（里いも、たまね
ぎ、大根）

氏名又は名称

農業委員会の業務を通じ、より多くの農
業関係者との関りを深め、農地利用の
最適化を図るため、担い手への農地の
集積・集約化、遊休地発生防止、新規
参入の促進に努める。また、遊休地を
利用した新たな特産品など、中山間地
農業の振興に貢献したいと思っており
ます。

引続き、農業委員会と事務局で連携し、
毎年実施している、農地パトロールの台
帳・地図等を整理して、アンケート調査
等により今後の農地利用の意向把握を
行い、遊休地を含めた農地の集積・集
約化に努める。また、意向を地図化し今
後の地域計画に役立てると共に多様な
担い手を確保するため、中山間地でも
できるスマート農業など情報収集・発信
に努める。

非該当

生産作物 水稲・茶

構成
員数

推薦理由
推進委員
の推薦の
有無

番号

推薦者(推薦をする者）

氏名 職業 年齢 性別 経歴 農業経営の状況
認定

農業者等
の区分

推薦を受ける理由
農業委員となった場合に
取り組もうとする事項

被推薦者（推薦を受けた者)

300人

上尾氏は常日頃から農業振興並びに
農地の有効活用、特に荒廃農地に係る
今後の方向性について前向きな取り組
みを推進して頂けると考えます。

無2 上尾　年雄
中増区
池田政則

4

6

上比曽区
前田　繁

地域農業の振興と農業のリーダーとし
て、特にお茶・水稲の活性化に向けて
の努力が認められたことにより推薦され
たと思います。

遊休農地・耕作放棄地再生に向けて農
地の集積・集約をして、地域農業の振
興と人・農地プラン実質化に向けて集
落営農に努力したい。

吉尾　周造 農業 66

1 田畑　豊喜 農業 70 男

昭和46年4月～平成24年3月　大阪市役所
平成24年4月～平成26年12月
　　　　　　　大阪市博物館協会大阪文化財研究所
　　　　　　　（現：大阪市文化財協会）
平成26年4月～平成30年3月　車坂区自治会区長
平成28年4月～　城南生産組合長
平成29年7月～　大淀町農業委員会委員
平成30年4月～　下渕連合区会監事
　　　　　　　　　　　車坂区自治会相談役
令和2年1月～令和3年12月　大淀町果樹組合会計

生産作物 果樹(梨)
該当3 中殿　寛

生産作物 果樹(梨)

平成23年3月　大和高田市役所退職
　その後、果樹栽培（梨）を引き継ぐ
平成26～29年度　薬水生産組合長
　　　　　　　　　　　 薬水農業共済組合長
平成30年～令和元年　大淀町果樹組合長

該当

農業 71 男

898世帯

大阪市役所を退職後、大淀町特産品で
ある梨栽培を継承し、手伝いも含め50
数年携わり、営農に成果を収めている。
現在、農業委員、生産組合長及び自治
会役員を長年務め地域住民に信頼され
ている。また、農地の利用に関しても、
担い手への農地の集積・集約、遊休地
対策、新規参入の促進等、農業委員会
業務に貢献できると考え推薦するもの
である。

無該当

農業 72 男

平成元年～　大淀町茶業組合　組合長
平成元年～　奈良県茶業会議所　理事
平成20年～　奈良県共済組合　総代　共済部長
平成26年7月～ 大淀町農業委員会　会長
令和4年5月～　奈良県農業会議　理事

梅谷　芳廣 農業 71 男

平成20年7月～平成23年7月 大淀町農業委員会委員
平成24年3月31日　　　奈良県農業協同組合退職
平成25年1月～現在　　　　芦原区会計
平成26年4月～現在　　　　芦原生産組合長
平成26年7月～現在　　　　大淀町農業委員会委員

下渕連合
区会

下西佳行

生産作物
水稲・露地野菜・
施設野菜（ほうれ
ん草、小松菜）

生産作物
水稲・露地野菜
(ジャガイモ、大
根、白菜等)

非該当

環境問題や開発問題が複雑化する中
において、農業委員会の役割、活動に
ついて理解を深めたいと思い推薦をお
受けしました。

取り巻く環境が大変厳しい農業分野に
おいて、まずは現状を把握し、耕作放棄
農地の解消、及び鳥獣被害対策の問
題点課題等を考えたいと思う。

薬水区
区長　中尾六男

奥越部区
吉田　秀司

60世帯
136人

農業の知識が豊富で、区民の意見もよ
く取りあげて頂いています。今後も活躍
して頂ける方ですので、推薦します。

無

男

昭和55年4月～平成28年3月　奈良県職員
平成28年4月～令和3年10月　日本ERI（株）

過去に上比曽区評議員を6年間務める。

270人

・これまでの職歴や地区の役員・生産組
合長を務めており地域から信頼を寄せ
られている。
・自ら営農を行い地域農業や農家の情
報に精通しており、農業委員会業務に
貢献することが期待できる。

無

131世帯
306名

農業及び農地等に精通しており以前も
薬水生産組合長を歴任していることか
ら、農業委員にふさわしいと思われ推
薦致します。

無

住んでいる地区は、高齢化や後継者不
足・耕作放棄地の増加又耕作放棄地へ
の不法投棄などが発生し、農業を取り
巻く環境は大変厳しい状況にあるの
で、農地の保全と効率的な農地の利用
が必要と考えこれらの課題解決に努力
したい。

農業にとって重要な農業委員会を通し
て、法令に従い農地の適正な運用・担
い手への集約などにより農地を守るよう
自身の培ってきた経験を活かし地域農
業の活性化に尽力したい。

北郷地区
区長会
城　秀樹

61世帯
164人

これまで地方公務員として長年に渡り
功績を上げられてきた。退職後、地域
の役員を努められより信頼を寄せられ
ている。
自ら営農を行い、今後の地域農業の発
展に向けての活動に意欲を持っている
事から、農業委員として強く推薦しま
す。

無

自ら農業を行い地域農業者に農業全般
にわたる問題を自主的また大淀町農業
委員会との連携によって解決して行くこ
とを目的としているため。

地域内の遊休農地、荒廃地が広がって
いる現状を少しでも減らすことに努め、
担い手農家の方に利用していただける
ような施策を考えて行きたい。



大淀町農業委員会委員の推薦及び応募の状況

推薦の状況 （届出順）

氏名又は名称
構成
員数

推薦理由
推進委員
の推薦の
有無

番号

推薦者(推薦をする者）

氏名 職業 年齢 性別 経歴 農業経営の状況
認定

農業者等
の区分

推薦を受ける理由
農業委員となった場合に
取り組もうとする事項

被推薦者（推薦を受けた者)

耕地面積 16.5 ｱｰﾙ

耕地面積 ｱｰﾙ

耕地面積 30 ｱｰﾙ

耕地面積 61 ｱｰﾙ

耕地面積 30 ｱｰﾙ

非該当

大西　雅之

植田　順作

前田　勝久

生産作物 水稲(ヒノヒカリ）

生産作物

露地野菜、果樹
（いも類、豆類、
葉菜類、栗、柿、
ブルーベリー、
キウイ、ユズ等）

8

9

中浦　宏子 無職 74 女

女性の立場から、地区の見守りや住民
からの要望・意見を聞いて、農地・休耕
田等の活用、荒地の所有者の方とも話
し合いが出来、住み良い地区になれば
と思い、推薦を受けさせていただきまし
た。

金吾町区には幾つかの溜池があり、台
風のシーズンともなれば池の側の住民
の方が雨の中、流れ落ちるゴミを取った
りされる様を見るにつけ、こういう事態を
解決する方法、又休耕田を借用しても
荒地になっている箇所等の問題に直面
している今、少しでも協力して住み良い
地になる様に取り組ませていただけれ
ばと考えます。

64世帯
150人

長年にわたり農業に従事され、これまで
の豊富な知識と経験を元に農業振興に
貢献され、生産者から人望を集めてき
ました。
区長を初め数々の役員を務めてこら
れ、区の為に尽力されてきました。誰か
らも信頼されるお方ですので、農業委
員に推薦致します。

無

現：金吾町区会計、金吾町区民生委員

生産作物 水稲

竹本　健司

桝井　隆明

南　秀明

3名

民生委員として長年尽力され、地域住
民との信頼関係を育んでこられた。行
政での女性参画として、中浦氏の行動
力とネットワーク等で、女性リーダーとし
て力を十二分に発揮されることと思う。

無

無

柳谷　千秋 無職 74 男

平成21年4月～平成23年3月　西増区長
平成21年11月3日　　瑞宝双光章
平成22年12月～平成28年11月　民生児童委員
令和2年4月～令和3年3月　生産組合長

非該当
西増生産組合の推薦及び区民の支持
を受け、地域農業の発展に寄与する事
を期待された為

地域内の高齢化及び人口減少による
放棄耕作地の減少を抑制し農業の活
性化に寄与したい。

西増生産組合
組合長
指谷　忠徳

3名

地域農業の振興と里山保全に対し女性
として、活躍されており、これからの大
淀町における食・農といった課題に取り
組んで行く女性リーダーとして活躍し次
世代農業者の育成に期待し農業委員
に推薦致します。

無

7 中村　茂 農業 69 男
平成10年1月～平成15年12月　佐名伝自治会会計
平成29年4月～　佐名伝東生産組合長
平成29年7月～　大淀町農業委員会委員

農業委員として就任以来、地区の農業
関係の相談や農地の適切な活用に積
極的に取り組んでおり、今後も地域農
業の活性化に貢献すると認められ、推
薦されたと思います。

10 前田　康子 農業 76 女

平成19年3月31日
　十津川村立西川第一小学校校長定年退職後、就農
平成22年4月1日～現在
　　　　　　　　　大淀町鉾立農業生産組合長
　　　　　　　　　大淀町生産組合連合協議会役員
平成26年7月20日～平成29年7月19日
　　　　　　　　　大淀町農業委員会委員
令和2年4月1日～現在
　　　　　　　　　大淀町生産組合連合協議会会長
令和3年4月1日～現在
　　　　　　　大淀町老人クラブ連合会女性副部長
　　　　　　　大淀町高齢者学級運営委員
　　　　　　　大淀町ボランティア連絡協議会運営委員

該当

幼少の頃から私は、祖父母や両親から
農地や農業の大切さを教わってきた。
一家は、農業で生計をたててきた。大淀
町生産組合長を引き受けてからは、先
人から受けついだ農地を大切に守りつ
つ、農業の活性化、協力体制の確立を
めざしたく推薦を受けた。

・新規就農者に対する、アドバイスと協
力体制の確立
・鳥獣被害防止対策
・休耕地、放棄地の有効利用（活用）

非該当

・地区の遊休農地解消のためにも農地
所有者に農地の貸借を説明し、農地の
マッチングによる農地利用の最適化に
取り組みたい。
・将来的に持続可能な農業が出来るよ
うに自治会や農業関係者と連携して情
報収集や意見交換に努め、農業の振興
を図りたい。

佐名伝自治会
藤井登志夫

95世帯

自治会役員として長年、地域住民のた
めに活動し、寄せられる信頼は厚い。
代々、水稲を栽培し地域農業に対する
理解が深い。
また、休耕田の利用として希望者へ土
地の紹介など、地域農業の活性化のた
めに積極的に取り組んでいる。

無11 岡田　正明 無職 68 男
馬佐区農業生産組合長　10年
令和2年7月～　大淀町農業委員会委員
令和4年4月～　馬佐区副区長

非該当
一期やらせていただきましたが、もう一
期より一層頑張らせて頂きたく思いま
す。

休耕地の再活用
組織的営農利用の推奨

馬佐区
今西　章

67世帯
145人

同氏は区内の農業発展に大変活躍し
てくれております。今後の大淀町の農業
に熱意をもって活躍してくれる事を確信
しております。

生産作物
露地野菜

（スイカ、ナス）



大淀町農業委員会委員の推薦及び応募の状況

応募の状況 （届出順）

耕作面積 100 ｱｰﾙ

耕作面積 299.5 ｱｰﾙ

耕作面積 110 ｱｰﾙ

非該当

番号
氏名 職業 年齢 性別 経歴 農業経営の状況

認定
農業者等
の区分

1 小西　正久 農業 74 男

応募者

2 渡邊　寛之 農業 67 男

該当3 山下　朱美 農業 45 女

平成27年　経営していた「こあらベーカリー」を夫の
　　　　　　　アレルギー発症により休業
平成27年～30年　吉野コスモス会にて勤務
平成30年～　「こあらふぁーむ」にて農業を行う

露地野菜・施設野菜
（きゅうり、白ネギ、ナス、
ミニトマト、ほうれん草、
レタス、ブロッコリー）

主人がNAFIC卒業後農業を始め、私も一緒に農業を行い5年が経ち
ました。農業者で5年はとても短く若輩者でしかありません。そんな私
ですが、農業に関わる様々な方々とお話出来る機会により、私自身
成長したいと思い応募致しました。
又、地域の農業について、より勉強する機会を頂きたいと考えていま
す。

耕作放棄地の解消活動に特に力を入れたいと考えています。私達は
耕作放棄地から農業を始めました。自分達の為ではありますが、周
りの方々から景観がよくなったと、感謝された事は今でも忘れられま
せん。
今現在マッチングに至っていない放棄地に関しても、求めている人が
いる可能性があるので積極的なマッチングの強化、又、条件が厳し
い放棄地には、手のかからない作物の栽培や、ハーブ・花を植え、町
の特産物を作ったり、環境改善を行う事で、散歩が楽しくなる町づくり
がしたいです。

無
生産作物

昭和53年4月1日　奈良県高田農業改良普及所
                       技師・普及員
昭和56年7月1日　奈良県農業試験場　技師･主査
平成8年4月1日　 奈良県郡山地域農業改良普及
                       センター　技師･係長･普及員
平成11年4月1日　奈良県北部農林振興事務所
                     　係長・専門技術員
平成13年4月1日　農業技術センター
                       係長･専門技術員
平成16年4月1日　農業大学校　教育課長
平成19年4月1日　農業水産振興課　主幹
平成21年4月1日　農業総合センター　研究開発部長
平成24年4月1日　中部農林振興事務所　所長
平成28年4月1日～農業従事

無

担い手への農地集積化、耕作放棄地（荒廃農地）の発生防止・解
消、新規就農者の支援等の農業委員としての業務を通じて、大淀町
の農業振興に努めていきたい。特に、福祉事業関係との連携、農業
体験、イベントを通じての農産物の生産振興、学校給食への地場産
野菜の供給、食育の推進等、大淀町らしい農業の推進に寄与した
い。

大淀町農業委員会農地利用最適化推進委員（1期）や農業委員（1
期）を務める中で得た知見を生かし、農業委員としての職務を遂行
するとともに、大淀町の特性を生かした農業振興のための施策を提
案できるようにしたいと思い応募を決意。

推進委員
の応募の
有無

生産作物
水稲、小麦、大豆、
トマト、メロン

該当

生産作物

露地野菜・施設野菜・果樹・
花卉・その他
（年間50種類以上の野菜を、
友人たちや障碍者支援施設
の皆さんといっしょに栽培。収
穫した野菜をシェアしている。
また、大岩農産物直売所や道
の駅直売所などで販売。）

応募理由 農業委員となった場合に取り組もうとする事項

大淀町では鳥獣害の拡大、耕作放棄等の増加と固定化、太陽光発
電への転用が増加している。ロシアのウクライナ侵攻によって円安、
資材高騰の中、農産物価格の低迷によって農業経営状態が悪化し
ている。
退職後、なら担い手･農地サポートセンターを通じて大淀町や吉野町
で農地を借りて農業を行ってきたが、農業振興のみならず地域社会
の振興発展に寄与したいと思うようになった。

農地の荒廃を防ぎ有効な活用を進め、担い手の育成と経営発展に
協力したい。農地と周辺の用排水路の整備を提言したい。また鳥獣
害による被害の解消のため積極的な捕獲を進めたい。

無

平成20年1月～28年3月　大岩区長
平成21年1月～　大淀町選挙管理委員
平成21年4月～　就農　「栽培収穫体験農園あぐり
ファーム大淀」を開園
平成21年、22年　奈良県農業大学校シニアファー
マー養成講座（野菜、果樹）を受講
平成22年6月～令和4年3月　大岩農産物直売所運営
委員会委員長、会計
平成26年1月～令和3年3月　大岩農業生産組合長、
会計
平成28年4月～平成31年3月　大岩自治会長、監査
平成29年1月～　大淀町地域遺産会議委員長
平成29年7月～令和2年6月　大淀町農業委員会農地
利用最適化推進委員
平成30年4月～平成31年3月　大淀道の駅農産物直
売所出荷者組合組合長
平成30年5月～　「チャレンジ体験農業塾」を開設
令和元年4月～　「農福連携」の農園経営を始める。
福祉法人美吉野園の障碍者支援施設利用者の農作
業を指導。
令和2年7月～　大淀町農業委員会委員
令和3年6月～　NPO法人おおいわ結の里理事長


