
 

 

 

 

 

 

農業委員会委員候補者推薦及び応募状況（最終公表）について  

 

このことについて、下記のとおり、お知らせします。  

 
記  

 
 
１ 公表の方法  
  市ホームページに掲載  
 

２ 被推薦者及び応募申込者の人数  
⑴ 被 推 薦 者 １２名（うち認定農業者６名）  
⑵ 応募申込者  １名（うち認定農業者０名）  

 
３ 候補者推薦及び候補者応募状況の詳細  
  別紙のとおり  
 

 

市 民 情 報 提 供 資 料  
協働推進部産業振興課  



武蔵村山市農業委員会委員候補者推薦状況（最終公表）

受付
番号 氏　名 職業 年齢 性別 農業経営の状況

認定農業
者の有無 推薦者名 職業

年
齢

性
別 推薦理由

神山 智明 農業 75 男

山田 昭一 農業 68 男

神山 和男 農業 64 男

内野 一夫 農業 81 男

小林 利夫 農業 68 男

伊東 誠司 農業 58 男

福島　譲 農業 39 男

川口 広敏 農業 52 男

高橋　孝 会社員 53 男

榎本 英雄 農業 56 男

乙幡　覚 農業 73 男

乙幡 昇治 農業 49 男

波多野 安雄 農業 70 男

波多野 高良 会社員 57 男

乙幡　司 農業 66 男

内野 晴夫 農業 52 男

乙幡　修 農業 48 男

奥住　隆 農業 53 男

　就農してから、市内でもいち早く施設栽培に取り組み、
小松菜、ホウレン草といった軟弱野菜を栽培し、知識と経
験が豊富である。また、多忙な農作業のなか、多くの農業
関係の要職を務め、多くの農業者から信頼を得ている。
　地域においては、消防団分団長をはじめ、ＰＴＡ会長、
自治会長その他多くの会長職を務め、その責任感とまじめ
な性格に農業者だけでなく、幅広い人脈を持っている。

男58

昭和60年
平成22年5月
    ～平成23年4月
平成30年4月
    ～平成31年3月
令和元年6月～現在

耕作面積：50a
作付品目：小松菜
　　　　  ホウレン草
　　　　  里芋
従事日数：年間250日

有

耕作面積：54a
作付品目：小松菜
          大根
　　　　　里芋
従事日数：年間300日

平成元年
平成24年4月
    ～平成25年3月
平成28年4月
    ～平成30年3月
平成29年7月～現在

男

6 加藤　武 農業

耕作面積：60a
作付品目：イチゴ
          八ツ頭
　　　　　里芋
従事日数：年間300日

有

　認定農業者として農業に取り組む姿勢や知識は、地域の
農家からも厚い信頼を得ている。また、武蔵村山市では初
となるイチゴの商業ベースの栽培、経営を確立した。
　これまでも、農協支部長、青壮年部長として高いリー
ダーシップを発揮し、農友会でもその高い知識力や農業に
対する情熱で回りを引っ張ってきた。
　地域の農家の信頼とリーダーシップは農業委員としてふ
さわしいと考えている。

4

5 奥住　雄一 農業 49 男

平成 5年4月

平成25年4月
平成25年5月

平成29年4月
平成29年7月～現在

耕作面積：60a
作付品目：トマト
　　　　  ホウレン草
　　　　  トウモロコシ
従事日数：年間250日

有

　農業に関する豊富な知識を持ち、人柄もよ
く、農業委員を一期務めた経験があり、農業者
からの相談を受けたり指導を行っている姿勢は
農業委員として適していると思う。

農業波多野 雅之 51 男

平成23年
平成26年4月
    ～平成27年3月
平成27年4月
    ～平成28年3月
平成30年4月
    ～平成31年3月

　平成元年に就農してから、減化学、減農薬栽培に
取り組み、現在では東京エコ農産物認証を取得して
いる。（小松菜はエコ100）
　多摩開墾では最初にハウスを建て、小松菜の周年
栽培をするなど先進的に農業を経営している一方
で、消防団分団長、交通安全協会、小・中・高ＰＴ
Ａの会長、役員などを務め、地域の人望も厚い。

1 森谷　常夫 農業 68 男

耕作面積：40a
作付品目：ネギ
          大根
　　　　　ブロッコリー
従事日数：年間300日

無

　農業生産組合の蔬菜部に属し蔬菜部長も経験され、研修
会、勉強会等で蔬菜等の栽培技術等の習得に努めている。
　農協の「みどりっ子」では野菜を出荷され積極的に農業
経営を行い、耕作している農地は良好な状態で管理され、
目を見張るものがある。
　農業に関した地域での活動にも積極的に参加され、後輩
に対しても指導、協力を惜しまず、周りの方から信頼され
ている。

平成9年
平成19年4月
    ～平成20年3月
平成27年4月
    ～平成29年3月
平成30年4月
    ～平成31年3月

55

　30年以上にわたり農業に従事し、経営形態の転
換とともに野菜の庭先販売にいち早く取り組み、
地産地消を推進している。
　自治会長、農協支部長を歴任するなど農業以外
でも地域貢献を行っており、地域からの信頼も厚
い。

昭和62年
平成14年4月
    ～平成16年3月
平成21年4月
    ～平成22年3月

平成29年4月
    ～平成30年3月

男

53農業荒幡　善政3

無

耕作面積：27a
作付品目：トマト
　　　　　ブロッコリー
　　　　　ナス
従事日数：年間250日

農業内野　一彦2

有

　就農
　ＪＡ東京みどり武蔵村山
  地区原一支部支部長
　ＪＡ東京みどり武蔵村山
  地区そ菜生産部部会長
　ＪＡ東京みどり武蔵村山
  地区原一支部支部長

経　歴

　就農
　武蔵村山市消防団第一分
  団副分団長
　ＪＡ東京みどり武蔵村山
  地区鍛冶ヶ谷戸支部支部
  長
　鍛冶ヶ谷戸自治会会長

　就農
　武蔵村山市農友会会長

　武蔵村山市学校給食出荷
  組合新鮮組代表
　武蔵村山市農業委員会委
　員

　就農
　ＪＡ東京みどり武蔵村山
  地区青壮年部部長
　ＪＡ東京みどり武蔵村山
  地区中村支部支部長
　中村第三自治会会長

  ミサワホーム多摩株式会
  社入社
  同社退社
  就農
  武蔵村山市農友会入会
  武蔵村山市農友会会長
  武蔵村山市農業委員会委
　員

　就農
　武蔵村山市ＰＴＡ連合会
  会長
　萩の尾自治会会長

　ＪＡ東京みどり武蔵村山
　地区そ菜部副部長
　ＪＡ東京みどり武蔵村山
　地区申告部会副部会長

別 紙



内野 好郎 無職 61 男

内野 和好 会社員 53 男

内野 孝則 会社員 47 男

福島 哲男 農業 81 男

比留間 晶大 農業 70 男

福島 昭宏 農業 59 男

加園 光良 農業 57 男

加園 良雄 農業 70 男

大久保 史郎 会社員 66 男

藤野 政彦 農業 55 男

峯岸 芳司 農業 64 男

高橋　茂 農業 56 男

進藤 健治 農業 73 男

比留間 保道 農業 72 男

石川 清治 農業 76 男

木下 和年 農業 69 男

本木 高志 農業 53 男

比留間 啓二 農業 67 男

12 石川  裕一 農業 64 男

　昭和53年から養蚕を引き継ぎ農業に従事して
きましたが、平成24年に養蚕をやめ、苗木栽培
に取り組んでいます。
　また、自治会長、農友会会長を務め、地域か
らの信頼もあり期待をされている人材です。

昭和44年3月

昭和44年4月
昭和52年9月
平成14年5月

耕作面積：20ａ
作付品目：梅
　　　　　馬鈴薯
　　　　　ホウレン草
従事日数：年間280日

無

　高校卒業後、和洋菓子店勤務を経て洋菓子店を独立開業し、その後就
農するため洋菓子店を廃業。就農後は作付上位3品目のほか、白菜、ダ
イコン、ナス、トマトなど多品目を栽培しています。
　人柄も温厚篤実で使命感に満ちており、厚い人望があります。また、
地域貢献にも積極的に取り組んでいて、農協支部長をはじめ、自治会の
各役職を歴任し自治会長も務められました。現在は、神明ことぶき会会
長、農協支部長の職にあり、地域から信頼されている人物です。

昭和53年
平成12年4月
    ～平成13年3月
平成19年12月

平成29年7月～現在

耕作面積：183ａ
作付品目：苗木
　　　　　ブルーベリー
従事日数：年間250日

無

　就農
　武蔵村山市農友会会長

　武蔵村山市民生・児童委
　員
　武蔵村山市農業委員会委
　員

11 宮崎  義憲
造園
業

52 男

平成 2年4月
平成22年4月

平成30年4月

耕作面積：35ａ
作付品目：植木
　　　　　白菜
　　　　　ネギ
従事日数：年間100日

無

　武蔵村山市を中心に長期間にわたり造園業を行ってきて
おり、農地利用の最適化に係る現地調査等に対して適切な
判断と農地の権利移動や転用に係る許可等の審議、決定及
びこれらに係る現地調査等の業務について、深い見識を有
しています。
　また、武蔵村山市において、消防団、交通安全協会をは
じめとする地域のボランティア活動に積極的に協力してい
ます。

有限会社宮崎造園にて就業
武蔵村山市消防団第5分団分
団長
武蔵村山市交通安全協会馬
場分会長

10 峰岸　豊 農業 69 男

平成6年
平成22年4月
　　～平成23年3月
平成25年4月
    ～平成26年3月
平成27年4月
    ～平成29年3月

耕作面積：6.5a
作付品目：小麦
　　　　　梨
　　　　  アスパラガス
従事日数：年間300日

　野菜や梨などを栽培し、直売所での販売を中
心に地域に密着した農業を経営している。ま
た、ＪＡ村山地区支部長、ＪＡ村山地区青壮年
部部長、果実生産部会部会長などを歴任し、地
域からの人望も厚い。

有

9 加園  好久 農業 55 男

昭和57年
平成21年4月
    ～平成22年3月
平成26年3月
平成31年4月

耕作面積：94ａ
作付品目：小松菜
　　　　　ホウレン草
従事日数：年間280日

無
　地域の若手農業者の中心的な存在であり、市
場での売り上げも上位である。品質の良いもの
を作り、尊敬できる人物である。

　就農
　武蔵村山市農友会会長

　武蔵村山市農友会退会
　武蔵村山市農業経営者ク
　ラブ入会

  都立瑞穂農芸高校農産製
　造科卒業
  和洋菓子店勤務
  洋菓子店開業
  洋菓子店廃業
  就農

　長期にわたり農業経営に従事しており、地域
の農業関係団体等との交流により、情報収集、
指導に当たっている。また、地域の情報、苦情
等を行政に伝達しているため農業者の代表とし
てふさわしい。

有

耕作面積：60a
作付品目：ジャガイモ
　　　　  里芋
　　　　  スイカ
従事日数：年間300日

昭和48年4月
　　～平成26年6月
昭和50年
平成25年5月
　　～平成26年4月
平成26年7月～現在

男68農業

8 比留間 望 農業 49 男

7 髙橋  文雄

  武蔵村山市役所職員

　就農
  谷津自治会会長

  武蔵村山市農業委員会委
　員

　就農
　ＪＡ東京みどり武蔵村山
　地区残堀支部支部長
　ＪＡ東京みどり武蔵村山
　地区青壮年部部長
　ＪＡ東京みどり武蔵村山
　地区果実生産部会部会長



武蔵村山市農業委員会委員候補者応募状況（最終公表）

受付
番号 氏　名 職業 年齢 性別 経　歴 農業経営の状況

認定農業
者の有無 応募理由

1 安彦　祥子
ＮＰＯ法
人社員

37 女

平成13年4月
    ～平成17年3月
            東京農業大学応用生物科学
            部栄養科学科
平成17年4月 栄養士免許取得
平成27年4月 ＮＰＯ法人子育て未来ネッ
            トこどもと入社
平成29年7月～現在
　　　　　　武蔵村山市農業委員会委員

　なし 無

　今期農業委員を務めさせていただき、地産地
消イベントをはじめ様々な行事へ参加し、ＳＮ
Ｓ等を通して武蔵村山の農業の魅力を伝えてま
いりました。今期の経験を活かしてさらに多く
の方々にこれまで以上に農業の魅力を知ってい
ただけるよう、来期もがんばりたいと思いま
す。
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