
農地利用最適化推進委員に推薦を受けた者及び応募した者のリスト　【区域別】

耕作面積 主な作物

挾間　１

挾間　３

挾間　４

挾間　５

4ha 水稲

挾間　７

1.5ha 水稲 　溝口　正剛 男 68 農業

8a ホウレンソウ 　穴井　幸男 男 68 農業

　衛藤　由澄 男 72 農業

　溝口　正剛 男 68 農業

5.0ha 水稲 　小山　豊康 男 75 農業

　衛藤　由澄 男 72 農業

　佐藤　勝規 男 66 農業

1.7ha 水稲 　佐藤　有太郎 男 65 農業

8頭 和牛 　佐藤　義男 男 73 農業

　幸野　英俊 男 62 農業

28ha 水稲 　佐藤　義男 男 73 農業

　後藤　慶子 女 70 自営業

推薦・応募の理由

地域の農業に精通し、農地集積
の推進に期待できる人物である

今後の農業・農政のことを委員と
なって勉強し、農業発展に貢献し
たい

経　　　歴
農業委員
に同時推
薦・応募

農業経営の状況

挾間　６ 提子土地改良区理事

無

年齢
（歳）

職業

詰区自治会長 5.2ha 水稲

52

溝口　裕二 男 55 農業

区域名

挾間　２ 大野　重利 男 69 農業

氏 名 性別

湯布院　２

湯布院　３

湯布院　４

湯布院　１ 福岡経済大学　卒

認定農業者であり、農業に熱心
でライスセンター等も経営してい
る。適任である

地域の人たちの信頼が厚く、湯ノ
平方面に精通している。

無

無

認定農業者であり、ホウレンソウ
等大々的に栽培しており、適任
である

麻生　正徳 男 53 農業 無

田中　豊己 男 63 会社員

認定農業者であり、農業に熱心
で適任である

地区の自治活動 38

氏　名 活動の主たる目的
構成員
の数
（人）

構成員の資格・要
件

地区の区民

性別 職業年齢 名　　称
代表者又は管
理人の氏名

詰自治委員会 大窪　勝人

推薦をする者（団体）

田中　孝喜 男 67 農業 有

西南学園　卒

亀の井別荘　勤務

（有）エポック大分

無小山　和義 男 農業

推薦を受けた者・応募した者

地域名

挾
間
地
域

湯
布
院
地
域

推薦をする者（個人）



農事組合法人　代表理事 　吉廣　順一郎 男 67 自治委員

蛇口自治委員 　羽田　義臣 男 70 自治委員

元治水土地改良区　総代 　佐藤　利幸 男 66 区長代理

中山間東部集落　会長

鹿島建設株式会社 1.5ha 水稲 　首藤　　正 男 63 農業

九州特殊土木株式会社 25a 野菜 　安部　元生 男 67 農業

　古長　　敦 男 60 農業

大分トヨペット株式会社 8.0a 水稲

1a 野菜

JA由布あまねぎ　部会長 1.6ha 水稲 　大野　茂喜 男 65 無

JA由布オクラ　部会長 10a あまねぎ 　小原　邦博 男 66 無

大分県農業共済組合　評価委員 5a オクラ 　鷲尾　一六 男 67 無

大分県農業共済組合　参事 　曽根崎　久 男 67 自治委員

庄内町農業委員 16a 野菜 　工藤　則美 男 66 自治委員

由布市農業委員 　佐藤　純史 男 68 自治委員

西庄内　２

西庄内　３

JAさわやか　経済部長

おおいた森林組合　専務 50a 水稲

由布市自治委員

大分製紙株式会社 　阿部　　明 男 68 自治委員

特養　白心荘　指導員 27a 水稲 　大久保　眞一 男 67 自治委員

三愛病院　相談室長 　麻生　彦信 男 63 自治委員

庄内町自治委員

庄内建設　技術者 1.1ha 水稲 　甲斐　公尊 男 65 農業

350㎏ 乾椎茸 　川野　誠二 男 57 農業

　白石　寿浩 男 53 会社員

JAさわやか　総務部長 1.4ha 水稲 　工藤　　務 男 52 農業

養護老人ホーム寿楽苑　施設長 10a 飼料作物 　松山　忠憲 男 60 農業

由布市自治委員 　佐藤　禜一 男 64 農業

男 60 農業首藤　雅弘 無

地区の実情に精通している。

地区の実情に精通している。

無三重野　裕次 男 68 農業

大分県農業協同組合
由布事業部

農事組合法人
　さいぶ

阿南　１

阿南　２

農事組合法人
として経営

東庄内　１ 田中　文德 男 63 農協職員 無

法人の中堅として地域農業の実
情を認識しており、農地集積も推
進中である。農地に関する認識
も深く適任である

庄
内
地
域

阿蘇野　１ 森　　二郎 男 55 農業 無

認定農業者であり、地域の各種
役員を歴任し、農業に情熱をもっ
ているので適任である

西庄内　１ 甲斐　善馬 男 79 農業 無
自治委員や農業委員の経験者
であり、地域の農地事情に精通
している。

東庄内　２ 男 67 農業 無

南庄内　１ 安部　英助 男 65 農業 無

現在、農事組合員の構成員とし
て稲作等の集団栽培に精力的に
取り組んでおり、農業に関する見
識を有している

野畑４区自治会 麻生　　務

阿蘇野　２ 工藤　謙二 男 60 団体職員 無 地区の実情に精通している。

南庄内　２ 森山　季一郎 男

地区の中山間推進協議会の役
員として鳥獣害対策、耕作放棄
地対策等に力を入れ積極的に取
り組んでいる。農業に対する意
識が高く適任である

地区の実情に精通しており、農
地の集積に関して意欲がある。

68 農業 無

地区の自治活動 38 地区の区民

田中　　豊

組合員の農業生産
についての協議し、
生産性の向上と共
同の利益の増進を
図る

58
地区内に住所を有
する農民


