
農業委員会推薦・応募状況（農業者１３名）

経歴
農業経営
の状況

認定農業者等の
有無

①農業以外の勤務先
②農業に関する組織・団体における役員等
③地域活動、その他活動における役員等
④最終学歴
⑤就農開始時期

①営農年数（令和３年９月１日現在）

②市内での農業実績
③営農類型
④主要な作物
⑤経営耕地面積

・認定農業者：認定
・認定農業者に準ずる
者：準認定
・認定農業者またはそれ
に準ずる者ではない：無

1 石関　博幸
（いしぜき　ひろゆき）

草加市手代三丁目４０番１４号 男 52 農業

①平成 5年 4月～平成13年 9月　ミサワホーム西関東株式会社
②平成13年10月～現在　　　　　マルニ出荷組合　組合員
　平成20年 4月～現在       　 草加やさい倶楽部　代表
  平成23年 4月～平成25年 4月　草加市農業青年会議所　会長
　平成23年 4月～平成25年 4月（草加市農業振興協議会　会員）
　平成23年 4月～平成25年 4月（草加市農業祭運営協議会　会員）
　平成25年 4月～現在　　 　　 草加市食育応援農家
  平成26年 6月～平成29年6月   草加園芸出荷組合　会計
  平成29年 6月～令和2年8月    草加園芸出荷組合　監事
  平成29年 6月～令和2年3月    ＪＡさいたま南部ブロック青壮年部草加支部　副部長
　平成30年 9月～現在　　　　　草加市農業委員会　委員
　令和元年 4月～現在　　　　　草加市農業青年会議所　副会長
    令和2年8月～現在　　　　  草加園芸出荷組合　会計
③平成20年 2月～平成24年 1月　手代町会　厚生部　役員
　平成22年 5月～平成23年 5月　八潮幼稚園父母会　会長
　平成24年 2月～平成30年 1月　手代町会　文化部　役員
　平成23年 2月～平成25年 2月　手代町ゆうゆう倶楽部（旧青年会）会長
　平成30年 2月～令和 2年 2月  手代町会　防災部　副部長
　平成30年 4月～現在　　　　　草加市消防団　第2分団第1部　団員
  令和 2年 2月～現在　　　　　手代町会　防災部　部長
　令和 2年 7月～現在　　　　　花咲徳栄高等学校　保護者会総務部　幹事
④平成5年3月　　　　　  　　　獨協大学法学部法律学科　卒業
⑤平成13年10月　　　　　  　　就農開始

①20年
②有
③露地野菜、施設野菜
④トマト、生しいたけ、乾燥し
　いたけ
⑤42アール（うち市内42アール）

無
浅井　武志
髙橋　宏夫
山田　勝夫

農業
農業
農業

2 井上　曻
（いのうえ　のぼる）

草加市清門一丁目３８０番 男 70 農業

①昭和48年4月～昭和55年3月　 新田農業協同組合
　平成4年9月～平成25年3月　　教科書販売株式会社
②令和2年12月　　　　　　　　庭先販売農家　登録
③令和2年4月～現在　　　　　 清門町会　役員
④昭和44年3月　　　　　　　　帝京大学係属帝京高等学校商業科　卒業
⑤昭和48年4月　　　　　　　　就農

①48年
②有
③露地野菜
④大根、じゃがいも、白菜
⑤18アール（うち市内18アール）

無
青羽　要一
鳥海　勝次

造園業
農業

3 鈴木　裕介
（すずき　ゆうすけ）

草加市新里町１３１６番地 男 41 園芸業

草加生まれ、市内の小、中学校を卒業後、埼玉県立草加南高校に進学、卒業後はテクノ・
ホルティ園芸専門学校に花の栽培技術を学ぶため２年間在学し、卒業後は北海道へ農業ヘ
ルパーとして住み込みで働いてました。その後、ドイツへ１年間農業研修を経て、帰国後
は、家業の園芸に就農し花の栽培に携わってきました。３０歳からは、シクラメンの専属
管理者としてシクラメンの全ての管理を任されており、また現在は後継者として鈴木園芸
の経営、管理など全てを担っております。認定農業者には２７歳の時になりました。埼玉
県シクラメン研究会に所属し会長を歴任、埼玉県花き園芸組合連合会の役員を務めており
ました。現在、草加市農業委員を務めております。

②平成26年6月～平成28年6月 　あゆみ野農業協同組合壮青年部　理事
　平成28年4月～平成30年3月　 埼玉県シクラメン研究会　会長
　平成28年6月～令和2年6月 　 埼玉県花き園芸組合連合会　役員
　平成30年9月～現在　　　　　草加市農業委員会　委員
③平成24年4月～現在　　　　　新里町会青年部　会員
④平成13年3月　　　　　　　　テクノホルシティ園芸専門学校　卒業
⑤平成14年4月　　　　　　　　就農

①19年
②有
③花き
④花苗・鉢花
⑤55アール（うち市内35アール）

認定
（平成19年3月～現在）

石関さんは会社員経験を活かし柔軟な発想力を持って農業に
取り組んでおられます。草加市の都市型農業の環境を考慮
し、トマトと椎茸の周年の施設栽培を導入されました。働き
やすい仕組み、農業の売り上げ向上、家族の生活向上などを
目指して活動されてます。ほかに農業団体活動として、草加
市農業青年会議所の会長職をはじめ、各農業団体で役職を務
められました。仲間と共に、草加市やJA、スーパー、地元の
イベント事業などにも積極的に参加されてます。これまでの
経験を活かし社会へ貢献していく良い年齢と思います。草加
の農業発展に役立って欲しいと思っています。

現在、井上氏は清門町会にて役員をされており、人望も厚
く、また新田地区の農業に精通されているので農業委員に適
任と思いますので推薦します。

　現在、農業委員を1期務めてまいりましたが、法律や規則
を覚えることが多くまだまだ農業委員として未熟ではありま
すが、しかしその中で色々と農業委員の役割、これからの必
要性も見えてきました。都市化が進む草加で都市農業が注目
されていますが、毎年何haもの農地が転用され確実に農地は
減っていきます。そうした状況の中でいかにして農地の保全
や農家を守っていくのか、その為には農業委員が必要だと思
いました。農業委員会として適正な農地管理、利用の指導は
もとより、農業委員が農地の保全に積極的に関与し、都市農
業の推進や農地の貸借など農家と地主とを結び付け、草加の
農業の将来のためにも変わりゆく時代の中でいかに守ってい
くのか、その中心に農業委員会があるべきではないかと考え
ております。また、私のような若い世代が積極的に農業委員
会や草加の農業について考え、関わっていくことで、これか
らの後継者や新規就農者の支援につなげていけるのではない
かと思い、今回2期目の応募をいたしました。

氏名 職業 名称

法人又は団体
の名称
及び

代表者又は管
理者の氏名

活動の目的 構成員の数

被推薦者/応募者 推薦者

No. 氏名 住所 性別
年齢

（令和３年９月
１日現在）

職業
構成員の資
格、要件等

推薦/応募の理由

1



経歴
農業経営
の状況

認定農業者等の
有無

①農業以外の勤務先
②農業に関する組織・団体における役員等
③地域活動、その他活動における役員等
④最終学歴
⑤就農開始時期

①営農年数（令和３年９月１日現在）

②市内での農業実績
③営農類型
④主要な作物
⑤経営耕地面積

・認定農業者：認定
・認定農業者に準ずる
者：準認定
・認定農業者またはそれ
に準ずる者ではない：無

4
篠宮　健次郎

（しのみや　けんじろ
う）

草加市青柳二丁目１３番１号 男 74 農業

①昭和40年4月～昭和42年3月　　松井建設株式会社
　昭和42年4月～昭和43年7月　　十条キンバリー株式会社
　昭和45年6月～昭和47年11月　 中央清掃株式会社
　昭和47年12月～平成16年3月　 東京都清掃局
　平成16年4月～平成19年3月　　江東区清掃事務所
　平成19年4月～平成24年3月　  江東区環境学習情報館
②平成12年～現在　　　　　　　葛西用水路青柳堰（通水期）開閉業務従事
　平成27年9月～現在　         草加市農業委員会　委員
　平成27年9月～平成30年8月  （草加市農業振興協議会　会員）
　平成27年9月～平成30年8月　（草加市農業祭運営協議会　会員）
③平成6年～現在　             八幡神社　世話人
　平成27年4月～現在         　草加八潮地区防犯協会青柳支部　推進委員
　平成28年4月～現在　         青柳志茂町会　事務局
　平成28年6月～現在         　草加地区交通安全協会川柳支部　評議員
④昭和40年3月　　　　　　　 　埼玉県立草加高等学校　卒業
⑤昭和43年2月               　就農

①53年
②有
③水稲、露地野菜
④稲作、季節野菜
⑤58アール（うち市内18アール）

認定
（平成30年3月～現在）

深井　孝行
髙橋　義一

農業
農業

5 田中　光彦
（たなか　みつひこ）

草加市小山二丁目６番３号 男 51 造園業

①平成4年4月～平成8年8月　   野原産業株式会社
②平成19年4月～平成21年4月 　草加市農業青年会議所　会長
　平成19年4月～平成21年4月 （草加市農業振興協議会　会員）
　平成19年4月～平成21年4月 （草加市農業祭運営協議会　会員）
③平成19年5月～平成24年5月 　草加市立小山小学校ＰＴＡ　会長
　平成23年5月～平成26年5月 　草加市ＰＴＡ連合会　会長
　平成26年5月～平成27年5月 　昌平高等学校ＰＴＡ　会長
　令和 2年5月～現在　　　　　昌平高等学校ＰＴＡ　会長
　平成27年8月～現在　　　　　昌平高等学校緑翠会　会長
　平成23年11月～平成27年11月 草加市次世代育成支援対策地域協議会
　平成29年11月～現在　　　　 埼玉県家庭教育アドバイザー
　平成30年5月～令和元年5月 　特定非営利活動法人今様・草加宿　広報副委員長
  令和元年5月～現在　　　　　特定非営利活動法人今様・草加宿　広報委員長
④平成4年3月　　　　　　　 　神奈川大学経済学部経済学科　卒業
⑤平成8年9月　　　　　　　 　就農開始

①25年
②有
③植木
④植木類
⑤24アール（うち市内24アール）

無

石鳥　義孝
冨岡　正義
髙野　重孝
高野　成一

農業
農業
農業
農業

被推薦者/応募者 推薦者

No. 氏名 住所 性別
年齢

（令和３年９月
１日現在）

職業 氏名 職業 名称

法人又は団体
の名称
及び

代表者又は管
理者の氏名

活動の目的 構成員の数
構成員の資
格、要件等

推薦/応募の理由

 当農業委員会委員をはじめ、草加地区交通安全協会、草加
八潮地区防犯委員会、評議員、推進委員ほか地域の八幡神
社、町会等の代表役員として、広く活躍されております。
尚、農業関係に於いては、葛西用水青柳堰開閉業務委託に尽
力されております。また水稲作、野菜づくりにも励まれてお
り、知識、経験に加えて健康な方でありますので、適任者と
して推薦いたします。

草加市農業青年会議所会長、小山小学校ＰＴＡ会長、造園業
を立派に経営しています。そのため地域に精通しており、農
業委員として推薦いたします。
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経歴
農業経営
の状況

認定農業者等の
有無

①農業以外の勤務先
②農業に関する組織・団体における役員等
③地域活動、その他活動における役員等
④最終学歴
⑤就農開始時期

①営農年数（令和３年９月１日現在）

②市内での農業実績
③営農類型
④主要な作物
⑤経営耕地面積

・認定農業者：認定
・認定農業者に準ずる
者：準認定
・認定農業者またはそれ
に準ずる者ではない：無

①19年
②有
③露地野菜
④ねぎ、ジャガイモ、玉ねぎ、大
根、白菜
⑤34アール（うち市内34アール）

①昭和50年4月 ～平成14年4月　 株式会社日本経済社
　平成11年11月～平成13年10月　株式会社日本建築センター（出向）
　　　　　　　　　　　　　　　※現社名：株式会社日本建築住宅センター
　平成14年11月～現在　　　　　有限会社豊田不動産管理センター
②平成20年9月 ～令和2年9月　　八条用水路土地改良区　総代
　平成26年6月 ～現在　　　　　柿木農地管理組合　組合長
　平成28年6月 ～現在　　　　　柿木農地環境保全会　代表
③平成15年4月 ～平成19年3月　 柿木町会　役員
　平成19年4月 ～平成21年3月　 柿木町会　副会長
　平成21年4月 ～平成28年4月　 柿木町会　会長
　平成28年4月 ～現在　　　　　柿木町会　顧問
　平成28年9月 ～現在　　　　　日本温泉地域学会　正会員
④昭和50年3月　　　　　　　　 武蔵大学人文学部社会学科
⑤平成14年4月　　　　　　　　 就農

6 豊田　恭市
（とよだ　きょういち）

草加市柿木町５５９番地

構成員の資
格、要件等

推薦/応募の理由

男 70 農業

　豊田恭市は、中学生時代は家の1.5ヘクタールの田んぼの田植えを
手植えで手伝い、夏に畑のナスやキュウリの収穫と墨田市場への出荷
を手助けし、秋には鎌での稲刈りや運搬の手助け、冬にはネギと山東
菜の出荷も手伝っていた。
　大学を卒業してから日本経済新聞グループの広告会社である(株)日
本経済社に平成14年に退職するまで勤務し、入社3年目に自ら発案し
企画した「宮崎本格焼酎まつり」を新宿高層ビルのイベント広場で実
施し、芋や麦などの本格焼酎ブームの火付け役の一翼を担った。
　千葉支社赴任時は、千葉県・千葉県住宅供給公社とUR都市機構およ
び大手デベロッパー・大手住宅メーカーと連携しての「ちば住まいと
まちづくりフェア」を複数回開催し千葉県内主要ニュータウンの発展
と活性化に貢献した。
　福岡支社赴任時は、ITおよびインターネット時代の到来に先駆け
て、有識者を招いての情報化フォーラムや福岡工業大学でのマルチメ
ディア・セミナー、下関印刷団地協同組合に対するデジタル化投資の
展望についての調査・将来像の提言業務を行った。
　また、九州全県を活動エリアとして、各地域の人やまち、その地な
らではの特産品などを取材・見聞した成果を、雑誌「日経ビジネス」
の福岡県特集として企画・編集して酒造会社や明太子メーカーなど地
場産品のPR発信をした。その後にも日本経済新聞出版のムック本であ
る「日本の名品　西日本編」で九州地場工芸品の紹介などに力を注い
だ。
　銀座本社に帰任してしばらくアカウントエグゼクティブを務め、そ
の後、(株)日本建築住宅センター(略称BCJ)へ出向して、晴海3丁目地
区第一種市街地再開発事業で21世紀最初の大規模再開発として平成12
年にグランドオープンした「晴海トリトンスクェア」の事業推進に地
権者の社員として関わり(※)
　また、BCJの独自事業としては再開発前まで企画運営していた晴海
住宅展示場をさらに発展させた施設として相談サポートとコンサルを
重視した、住まいづくりのナビゲート「晴海デザインセンター」の企
画および住宅メーカーへの出展営業を担当し、開設した。
晴海トリトンスクウェアと晴海デザインセンターのオープン1年後に
出向満了につき、(株)日本経済社の銀座本社勤務に戻るも、まもなく
両親が相次いで逝去したため、誰一人居なくなった家をそのままにし
て放置できず一次定年目前で退職し生まれ故郷の草加市柿木町の実家
に戻って来た。
　帰ってきてからは、屋敷周り1,000㎡の畑に各種野菜を栽培して、
自産・自消の生活を送っていたが、町内に霊園開発が続いたため、反
対運動の世話人代表となり署名活動や草加市に対して条例制定の陳情
を行って更なる開発に歯止めをかける結果を得る事に成功した。
　こうしたなかで、町会役員にとの勧めがあり、せっかく戻って来た
のだから、終の住みかのまちのためと役員を引き受けた。
　役員になってまもなく、ごみ処理施設の建て替え案件が起こり、町
会として専門的に対処するため「柿木町会ゴミ処理施設環境対策委員
会」を立ち上げることとなったが、通常の町会運営や恒例の催事およ
び伝統の祭りと事案が異なり、町会役員誰もがこのような経験があま
り無く困難が予想されたため、白羽の矢が立ち事務局長となった。
上記委員会の基本方針として、問題認識を継続的に維持するために、
委員の任期を案件が解決するまで、町会からの要望は、安全・安心の
ための公害防止対策の徹底要求、町会員全員の意見・希望を集約し
て、町会全体がまとまり、納得できるように時間をかけて、道水路の
環境整備・バス便の拡充・還元施設の早期建設の主要3点に絞り、草
加市および東埼玉資源環境組合との交渉にあたった。
　町会長となってからは、町会運営の効率化を図るべく会員のために
各種手順書を作成配布し、執行部および役員には負担軽減と責任感を
持ってもらうために役割分担の明確化を推進した。
　また、地震等の大災害が続いたことから、個人情報保護の機運が高
まりつつあるも、高齢世帯や一人世帯の見守り活動および災害時の共
助に必要なことから10年振りに町会名簿を世帯人員数と年齢構成を各
戸調査のうえに改訂し、会員全戸に配布した。ただし、要支援対象者
名の保管は町会長・事務局長・総務部長の3人のみとし、情報保護を
徹底した。
　併せて町会規約についても、時代に即し時勢に合ったシンプルな規
約にすることにより、会員誰もが町会の仕組みを理解し、町会のこと
が分かり親睦を深めてお互いが理解し、共に助け合える安全で安心し
て暮らせる明るいまちづくりのために改正することとなった。規約改
正委員会を立ち上げて町会員の希望と意見を募り、改正案は臨時総会
を開いて承認を受け10年振りにほぼ全面改定した。
　さらには、小学生の交通安全のため通学路にあたる浄水場交差点の
歩行者用信号設置のための調査では、長年の応募が実って芝浦工業大
学の三浦研究室の協力が得られ、真冬のなか町会側も延べ150人超が
交通量調査に携わり、国会議員や市・県議会の議員の方々の助けも
あって、陳情の約1年後に設置された。
　町会長退任後も、それまで兼務していた農地管理組合長は継続し
て、食品産業団地や物流倉庫などの開発で大型の農地転用が続くなか
にあって、残った水田のための用水灌漑や良好な農地環境の保全等に
農地管理組合の役員や農地環境保全会の役員と一体になって努力奮闘
している現況である。
　会社勤務時代に赴任先各地の人やまちをはじめ色々な地場産品・特
産品等を見聞した経験があり、平成28年には「温泉観光士」の資格を
取得するばかりでなく、日本温泉地域学会の会員となり、田んぼの水
配と水利権および水利組合より厳しいと感じたが、地域的な限られた
資源のとしての温泉のために「湯配・送湯」「温泉権」と「温泉組
合」「旅館組合」が中心の人とまちと観光について学んだり、日常は
自宅周りの畑でイチゴの栽培や最近はブルーベリーを拡大移植して栽
培面積を増やしたりするなどして元気活発に行動しており、農業委員
会委員として適した人物として推薦いたします。
以上。

※島田 章氏(当時 日経経済新聞の編集委員)著作「東京再興」(平成
14年5月初版　日本経済新聞社出版)の本の中で、バブル後の復興を目
指す戦略的エリアの創造的まちづくりを担う一員として、豊田恭市は
氏名入りで紹介された。

柿木町内に農
地を所有する
者か同居する
親族で、所有
権者に委任さ
れた者

152名

農地の基盤整
備の改善、用
水灌漑の万全
を期し、農業
生産の確保を
目的とする。

組合長
豊田　恭市

柿木農地管理
組合

無

被推薦者/応募者 推薦者

No. 氏名 住所 性別
年齢

（令和３年９月
１日現在）

職業 氏名 職業 名称

法人又は団体
の名称
及び

代表者又は管
理者の氏名

活動の目的 構成員の数

3



経歴
農業経営
の状況

認定農業者等の
有無

①農業以外の勤務先
②農業に関する組織・団体における役員等
③地域活動、その他活動における役員等
④最終学歴
⑤就農開始時期

①営農年数（令和３年９月１日現在）

②市内での農業実績
③営農類型
④主要な作物
⑤経営耕地面積

・認定農業者：認定
・認定農業者に準ずる
者：準認定
・認定農業者またはそれ
に準ずる者ではない：無

7 豊田　林一
（とよだ　りんいち）

草加市柿木町１４７番地 男 68 農業

②平成14年8月～平成20年6月　 草加市農業委員会　委員
　平成21年9月～平成30年8月 　草加市農業委員会　会長職務代理
　平成30年9月～現在 　　　　 草加市農業委員会　会長
　平成21年9月～平成30年8月 （草加市農業振興協議会　監事）
　平成30年9月～現在　　　　（草加市農業振興協議会　会長）
　平成23年10月～平成24年9月（草加市農業祭運営協議会　会員）
　平成24年10月～平成30年8月（草加市農業祭運営協議会　副会長）
  平成30年9月～現在　　　　（草加市農業祭運営協議会　会長）
　平成30年11月～令和2年3月　 草加市都市農業振興基本計画及び方針検討委員会　副会長
　平成14年6月～平成20年6月　 越谷市農業協同組合　理事
　平成23年6月～平成29年6月　 越谷市農業協同組合　理事
　平成29年6月～現在　　　  　越谷市農業協同組合　代表監事
③平成21年5月～現在　　　 　 保護司
　平成26年9月～平成28年9月　 草加市振興計画審議会　委員
　平成28年9月～平成30年9月   草加市振興計画審議会　委員
　平成30年11月～現在　 　　　草加市振興計画審議会　委員
　平成30年9月～現在　　　　　草加市都市計画審議会　委員
　平成30年9月～現在　　　　　草加市土地開発公社　　理事
④昭和46年3月　　　　　　  　埼玉県立杉戸農業高等学校園芸科　卒業
⑤昭和53年　　　　　　　　   就農

①43年
②有
③露地野菜、施設野菜
④枝豆、小松菜
⑤167アール（うち市内167アール）

準認定
柿木農地管理
組合

組合長
豊田　恭市

農地の基盤整
備の改善、用
水灌漑の万全
を期し、農業
生産の確保を
目的とする。

152名

柿木町内に農
地を所有する
者か同居する
親族で、所有
権者に委任さ
れた者

8 中村　　隆
（なかむら　たかし）

草加市八幡町１３４６番地 男 73 農業

①平成21年 4月～現在　　　　  社会福祉法人草加松原会　評議員
②平成17年 5月～平成21年 4月 　草加市花き研究部会　副会長
　平成19年 5月～平成21年 4月 （草加市農業振興協議会　会員）
　平成19年 6月～平成20年 3月　ＪＡ草加市　理事
　平成20年 4月～平成20年 6月　ＪＡあゆみ野　理事
　平成20年 6月～平成23年 6月　ＪＡあゆみ野　監事
　平成23年 6月～平成26年 6月　ＪＡあゆみ野　代表監事
　平成26年 6月～平成28年 6月　ＪＡあゆみ野　代表理事副組合長
　平成27年4月～平成29年3月　　草加の枝豆倶楽部実行委員会　会長
  平成28年 6月～平成29年 6月　ＪＡさいたま　代表理事専務
　平成30年 9月～現在　　　　　草加市農業委員会　委員
③昭和53年 4月～平成 9年 3月　草加市消防団　団員
　平成 9年 4月～平成12年 3月　草加市消防団  班長
　平成12年 4月～平成14年 3月　草加市消防団  部長
　平成14年 4月～平成21年 3月　草加市消防団  分団長
④昭和45年3月　　　　　　　 　城西大学理学部　卒業
⑤昭和46年4月　　　　　　  　 就農開始

①50年
②有
③水稲
④水稲
⑤58アール（うち市内31アール）

準認定
森田　　孝
中村　　仁
中村　道明

農業
農業
農業

9 蓮沼　泰文
(はすぬま　やすふみ)

草加市両新田西町３７０番地 男 67 農業

①昭和49年10月～平成10年3月　谷塚農業協同組合
②平成23年6月～平成28年6月　 あゆみ野農業協同組合　理事
　平成27年9月～現在　　　　　草加市農業委員会　委員
　平成27年9月～現在　　　　（草加市農業振興協議会　会員）
　平成27年9月～現在　　　　（草加市農業祭運営協議会　会員）
　平成28年6月～平成29年6月　 さいたま農業協同組合　理事
　平成29年6月～現在　　　　　さいたま農業協同組合　地区代表　理事
　平成29年8月～現在　　　　　草加市地域農業再生協議会　会長
　平成29年8月～令和2年4月　　草加の枝豆倶楽部実行委員会　会長
④昭和48年3月　　　　　　　　埼玉県立越谷北高等学校　卒業
⑤平成10年4月　　　　　　　　就農

①23年
②有
③露地野菜
④枝豆、小松菜
⑤64アール（うち市内64アール）

認定
（平成29年3月～現在）

10 舩渡　政道
（ふなと　まさみち）

草加市氷川町６５４番１ 男 65 農業

①昭和56年11月～平成15年 2月　フジサービス株式会社
　平成19年 4月～平成21年12月　株式会社アールエスシー
②平成25年 9月～現在　        草加市農業委員会　委員
　平成29年 5月～令和 2年 3月　枝豆栽培体験協力農家
③平成16年 4月～平成30年 3月  草加市消防団　団員
　平成22年 7月              　行政書士　登録
　平成24年 5月～現在        　氷川町南町会　会長
　平成28年12月～現在        　民生委員
　平成29年 4月～現在　　　　　草加市人権推進審議会　委員
　平成29年 5月～現在        　草加市町会連合会　ブロック長
　平成29年 5月～現在　        草加西部地区社会福祉協議会　会長
　令和 2年 4月～現在　　　　　草加市ふるさとまちづくり応援基金運営委員会
④昭和50年 3月　　　　　　　　埼玉県立不動岡高校　卒業
⑤平成15年 2月　　　　　　　　就農開始

①18年
②有
③露地野菜
④枝豆、大根、なす、きゅうり
⑤36アール（うち市内10アール）

無
秋元　秀雄
内藤　一夫
押田　茂孝

農業
農業
農業

豊田 林一氏は、農業に従事し、首都圏近郊においても著名
な草加の枝豆と草加の小松菜等を栽培・販売して農業経営を
する一方で、草加市農業委員会の会長およびＪＡ越谷の代表
監事を永年にわたり務めるなど、農業に対する熱意が高く、
しかも農業に関する識見を豊富に保持しているので、農業委
員にふさわしい人物として推薦いたします。

元ＪＡあゆみ野の副組合長を歴任し、農業行政にも精通され
ていますので、草加市の農業発展に貢献されることと確信し
ています。

前略任期満了に伴い草加市農業委員改選に当たり、平成２８
年度農業委員制度が変わり、農地利用最適化、地域農業者等
のヒヤリングその他、多面的役割を担う組織であります。私
達は現職であり地域の代表者でもある、舩渡政道氏を推薦い
たします。

農業委員2期、JAさいたま理事の経験を活かし、地域農業に
ついて貢献したく、応募いたしました。

被推薦者/応募者 推薦者

活動の目的 構成員の数
構成員の資
格、要件等

推薦/応募の理由職業 氏名 職業 名称

法人又は団体
の名称
及び

代表者又は管
理者の氏名

No. 氏名 住所 性別
年齢

（令和３年９月
１日現在）
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経歴
農業経営
の状況

認定農業者等の
有無

①農業以外の勤務先
②農業に関する組織・団体における役員等
③地域活動、その他活動における役員等
④最終学歴
⑤就農開始時期

①営農年数（令和３年９月１日現在）

②市内での農業実績
③営農類型
④主要な作物
⑤経営耕地面積

・認定農業者：認定
・認定農業者に準ずる
者：準認定
・認定農業者またはそれ
に準ずる者ではない：無

11 横山　勲
(よこやま　いさお)

草加市金明町１６３番地 男 55 農業

②平成6年　　　　　　　　  第15回埼玉県農業青年海外派遣研修
  平成9年4月～平成11年4月　草加市農業青年会議所　会長
　平成22年～現在　　　　　 草加市食育応援農家
　平成30年9月～現在　　　　草加市農業委員会　委員
　平成30年11月～令和2年3月 草加市都市農業振興基本計画及び方針検討委員会　委員
③平成26年5月～現在　      金明町会　役員
　平成28年1月～平成30年1月 金明町五日会（青年会）　会長
　平成29年4月～現在　      草加市消防団第4分団第2部　班長
④昭和59年3月　　　　　　　埼玉県立幸手商業高等学校　卒業
　昭和61年3月　　　　　　　埼玉県農業大学校露地野菜科　卒業
⑤昭和61年4月　　　　　　　就農

①35年
②有
③露地野菜、施設野菜
④小松菜
⑤189アール（うち市内90アール）

認定
（平成27年5月～現在）

12 横山　伸夫
（よこやま　のぶお）

草加市金明町１１９番地 男 49 農業

②平成17年4月～平成18年4月　草加市農業青年会議所　会長
　平成19年5月～平成20年5月（草加市農業振興協議会　会員）
　平成30年9月～現在　　　　 草加市農業委員会　委員
③平成22年2月～令和2年1月 　金明町五日会（青年会）会計
④平成2年3月　　　　　　　　埼玉県立杉戸農業高等学校園芸科　卒業
　平成4年3月　　　　　　　　埼玉県農業大学校園芸科露地野菜専攻　卒業
⑤平成4年4月　　　　　　　　就農開始

①29年
②有
③水稲、施設野菜
④小松菜、水稲
⑤94アール（うち市内22アール）

準認定
草加市農業青
年会議所

鈴木　和裕

この会議所
は、農業近代
化への意欲あ
る青年の結束
と親睦をはか
り、これを基
盤として、自
らの経営を安
定させ、文化
的で、健康的
な生活ができ
るよう努める
ことによって
生活の向上を
はかることを
目的とする。

２５人
市内の農業後
継者であるこ
と。

13 渡邊　明男
（わたなべ　あきお）

草加市谷塚町１７１１番地３ 男 61 農業

②昭和56年4月～現在　　　　　　草加市農業青年会議所　会員
　平成9年9月～平成18年8月　　　草加市農業委員会　委員
　平成18年9月～平成21年8月　　 草加市農業委員会　会長職務代理
　平成19年5月～平成21年8月　 （草加市農業振興協議会　理事）
　平成23年4月～平成25年4月　 （草加市農業振興協議会　会員）
　平成25年4月～平成27年4月　　 草加市農業青年会議所　会長
　平成25年4月～平成27年4月　 （草加市農業振興協議会　理事）
　平成25年4月～現在　　　 　 （草加市農業祭運営協議会　会員）
　平成27年4月～現在　 　　　 （草加市農業振興協議会　会員）
　平成27年9月～平成30年8月　　 草加市農業委員会　委員
　平成30年9月～現在　　　　　　草加市農業委員会　会長職務代理
　令和元年 4月～現在　　　　 　草加市農業青年会議所　副会長
③平成20年4月～平成22年3月　　 草加市開発審査会
　平成28年4月～現在　　　　　　谷塚町兎町会　副会長
　平成28年4月～令和2年3月　　　草加市消防団　副分団長
　令和元年7月～現在　　　　　　草加市環境審議会
　令和2年4月～現在　　　　　　 草加市消防団　分団長
④昭和53年3月　　　　　　　　　埼玉県立越谷北高校　卒業
　昭和56年3月　　　　　　　　　埼玉県農業経営大学校園芸学科　卒業
⑤昭和56年4月　　　　　　　　　就農

①40年
②有
③花き
④シクラメン、ポット苗
⑤51アール（うち市内51アール）

認定
（平成18年2月～現在）

岡田　定男
岡田　泰治

農業
農業

（順番は五十音順）

活動の目的 構成員の数
構成員の資
格、要件等

推薦/応募の理由

私は平成22年から食育応援農家として市内の小中学校に農産
物を納入し、草加市農業青年会議所の会長や平成30年から農
業委員として業務を行うなど、地域農業の発展のため活動し
ております。また、令和2年5月に認定農業者の再認定を受
け、今後も農業経営を拡大していくために、日々農業経営に
取り組んでいます。
地域の活動においても町会や消防団の役員や班長を務め、地
域の貢献のために活動しております。
今後も地域の農業振興や地域発展のため、農業委員として応
募いたします。

草加市農業青年会議所の会長を務めた経験があり、会員から
の信頼も厚く、草加市の農業振興のために尽力している。ま
た、平成３０年から農業委員として活躍しており、農業委員
にふさわしい人物として推薦いたします。

被推薦者（渡邊明男氏）は、都市化が進む草加市において長
く農業に従事し、施設園芸農家として積極的な農業経営を行
う「認定農業者」です。
また、草加市農業委員会の委員としても長きに渡り務め、地
域の代表となる農業者であります。
その他の地域活動等では、「草加市消防団第1分団分団長、
谷塚町兎町会副会長」として活躍し、地域で信頼されている
ところです。
このように、豊富な経験を持つ「渡邊明男氏」を地域農業者
の代表として、草加市農業委員会委員に適任であり推薦いた
します。

被推薦者/応募者 推薦者

職業 氏名 職業 名称

法人又は団体
の名称
及び

代表者又は管
理者の氏名

No. 氏名 住所 性別
年齢

（令和３年９月
１日現在）
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農業委員会推薦・応募状況（中立委員１名）

経歴
農業経営
の状況

①農業以外の勤務先
②農業に関する組織・団体における役員等
③地域活動、その他活動における役員等
④最終学歴
⑤就農開始時期

①営農年数（令和３年９月１日現在）

②市内での農業実績
③営農類型
④主要な作物
⑤経営耕地面積

　農業委員会等に関する法律の改正に
より、農業委員会の公平・公正性を担
保するため「農業委員会の所掌に属す
る事項に関し利害関係を有しない者」
（いわゆる中立委員）を任命すること
とされております（法８条６項）。中
立委員に該当する者として「弁護士、
司法書士、行政書士等のほか、例え
ば、会社員、商工事業者、消費者団体
関係者、教育金医者など、農業に従事
していない広範な者」が例示されてい
るところです。
　私は、現在弁護士として稼働してい
ます。弁護士としての登録は千葉県弁
護士会（事務所は船橋市）であるため
（自宅は草加市内）、少なくとも現時
点で草加市内に職務上の利害関係を有
する関係先は存在していません。
　そのため、公平・公正性の担保とい
う法の要請に合致していると思われま
す。
　平成30年より、実際に農業委員に選
任していただき現在も活動中です。農
業委員としての実務についても一定の
経験を積ませていただきつつあるとこ
ろですので、改めて農業委員に選任し
ていただければ、これまでの農業委員
としての経験を生かしてより発展的・
積極的な活動を適正に行うことができ
るものと考えています。
　また、同じく平成30年より草加市都
市農業振興基本計画の検討委員にも選
任していただきました。農業委員とし
ての活動に加えて、さらにより一層多
面的に都市農業の実情・課題等の知見
に触れることができ、多数の都市農業
関係者とも直接に接点をもつ機会をい
ただきました。こうした経験も、今後
さらに農業委員として活動する際に大
変役立つものと考えています。
　今後も引き続き、居住している地元
地域の振興・発展にわずかなりとも協
力したいと考えておりますので、本公
募をよい機会と考えており、本応募に
至った次第です。

（順番は五十音順）

弁護士

①平成11年4月～平成15年6月　  株式会社三省堂
　平成15年7月～平成16年4月　  株式会社岩波書店
　平成21年12月　　　　　　　  弁護士登録
　平成21年12月～平成23年9月　 弁護士法人東京フロンティア基金法律事務所
                              （第二東京弁護士会公設事務所）
　平成23年10月～平成27年3月　 角田ひまわり基金法律事務所
　　　　　　　　　　　　　　  （日弁連弁護士過疎偏在対策公設事務所）
　平成27年4月～平成29年9月　　あしたば法律事務所
　平成29年10月～現在　　　　　湊町法律事務所　設立
②平成30年9月～現在　 　　　　草加市農業委員会　委員
　平成30年11月～令和2年3月 　 草加市都市農業振興基本計画及び方針検討委員会　委
員
④平成8年3月　　　　　　　　　東京大学農学部農芸化学科　卒業
　平成20年4月　　　　 　　　　千葉大学大学院専門法務研究科　修了

無

氏名 職業

1 土佐　一仁
（とさ　かずひと）

草加市青柳七丁目６２番３２号 男 49

被推薦者/応募者 推薦者

No. 氏名 住所 性別
年齢

（令和３年９月
１日現在）

職業
構成員の資
格、要件等

推薦/応募の理由名称

法人又は団体
の名称
及び

代表者又は管
理者の氏名

活動の目的 構成員の数
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