
番号 氏名 性別 年齢 職業 経歴 農業経営の状況
認定農業者である

か否かの別
氏名 性別 年齢 職業 推薦理由

農地利用最適化推

進委員への推薦又

は応募の状況

渡茂樹 男 65 公務員

渡勝馬 男 63 会社員

渡俊次 男 62 農業

山見阪克樹 男 62 農業

青栁勝徳 男 61 農業

舩越嘉彦 男 72 農業

古賀市農業委員会委員の推薦及び応募の状況（最終公表）

農業委員【推薦】

推薦者（推薦をした者）被推薦者（推薦を受ける者）

1 渡孝志 男 67

2 安武泰正 男 63 推薦していない

推薦していない

・青柳農区長

・水稲

・露地野菜

・施設野菜

・主要な作目（水稲、

キャベツ、玉ねぎ、水

菜）

・耕作面積350アール

認定を受けている

安武泰正氏はH28年度の青

柳農区長を務められ、青柳

農区内を精通されてある方

である。また、法人として

認定農業者の代表であり、

しっかりとした農業経営を

行ってある方である。地域

内での信頼度も厚く、中心

的な存在である方で農業者

の模範でもあります。地域

内の農地の諸問題に対し、

的確に対処される人物と期

待できます。以上の理由に

より安武氏を次期農業委員

に推薦します。

渡孝志氏はH24年に農事組

合法人ファームおのの立ち

上げに尽力され、以降、地

域農業の維持や発展に活躍

されている。また、行政区

長・農区長を複数回され地

域のために尽力された。渡

孝志氏が農業委員となるこ

とで農地利用が適正に進め

られることが期待できる。

以上の理由にて渡孝志氏を

推薦したい。

農業

農業
・小山田区行政区長

・小山田農区長

・水稲

・露地野菜

・その他

（麦、ブロッコリー、ス

イートコーン）

・耕作面積165アール

認定を受けている



渋田正行 男 63
派遣社員兼

農業

矢野秀樹 男 68 農業

渋田哲也 男 63 派遣職員

篠﨑武俊 男 67 会社員

横大路一将 男 62 自営

横大路一郎 男 48 農業

宮本一三 男 71 農業

松田正𠮷 男 68 農業

水野誠 男 57 会社員

中野猪寿夫 男 62 農業

中野栄次 男 65 農業

小石原文雅 男 48 農業

推薦していない
会社員

兼農業
・久保区農区長

・水稲

・耕作面積98アール
認定を受けていない

矢野博昭さんは古賀市久保

で生まれ育ち、古賀市役所

に38年間勤められそのかた

わら農業（米作）に励み、

定年後も農業（米作）を続

けられ現在に至っておりま

す。長年の農業経験により

古賀市の農業施策に詳し

く、古賀市の農業発展、農

地の利用方法などに関して

貢献できると思い推薦いた

します。また、農区長等も

経験されていて広い視野を

持たれていると思います。

3 矢野博昭 男 67

・今在家区農区長

・水稲

・露地野菜

・耕作面積60アール

認定を受けていない

農区長を平成23年4月1日か

ら1年間地域のために尽力

されました。なお、地域住

民からは厚い信頼があり、

積極性があります。よっ

て、篠﨑正信氏を推薦した

い。

推薦していない4 篠﨑正信 男 64
学習塾

講師

・高田農区長
・水稲

・耕作面積70.9アール
認定を受けていない

宮本重和氏は67年間高田地

区で生活をして農業を営ん

でおり、当地区の指導者的

な存在でもある。また高田

地区農区長として平成24年

度から継続して6年間行っ

ており、当地区の内容に精

通しております。以上の理

由から、宮本重和氏を推薦

したい。

推薦していない5 宮本重和 男 67 農業

・小竹区行政区長

・小竹区農区長

・露地野菜

・施設野菜

・主要な作目（果菜類）

・耕作面積70アール

認定を受けていない

小竹農区全員の推薦により

決定

推薦していない6 中野喬輔 男 66

農業・

会社役

員



小室和人 男 66 農業

西元幸 男 62 会社員

力丸敏光 男 59 会社員

森孝好 男 67 地方公務員

安武利喜 男 66 農業

久保田恵 男 65 会社員

髙原尚広 男 51 農業

吉村博文 男 57 公務員

渋田義孝 男 57 自営業

・谷山農区長

・小野南部土地改良

　組合区副理事長

・古賀市農業委員会

　会長

・農事組合法人アグ

　リたにやま役員

・水稲

・耕作面積12.1アール
認定を受けている

西茂太郎氏は約20年間谷山

地区で農業を営んでおり、

認定農業者としても4年間

活躍し谷山地区のリーダー

的な存在である。小野南部

土地改良地区の理事を9年

間され、地域のために尽力

された。西氏が農業委員に

なることで、地域の農業が

発展し、また谷山地区の新

規就農者の受け入れをしや

すくなることが期待でき

る。以上の理由により、西

茂太郎氏を推薦したい。

推薦していない7 西茂太郎 男 71 農業

・筵内農区会計

・筵内農区長

・水稲

・施設野菜

・主要な作目（苺）

・耕作面積180アール

認定を受けている

澁田氏は長年筵内地区を中

心に農業を営んでおり認定

農業者として活躍して筵内

地区のリーダー的存在であ

る。また、農区長として地

域のために尽力された。澁

田氏が農業委員となること

で、地域の農地利用の集積

が進み、新規就農者を受け

入れやすくなることが期待

できる。以上の理由によ

り、澁田氏を推薦する。

推薦していない8 澁田正明 男 65 農業

・古賀南農区小組合

長

・水稲

・果樹

・主要な作目

　（水稲、苺）

・耕作面積330アール

認定を受けている

長﨑氏は農業を継ぐために

ユーターンした認定農業者

である。又、農事組合長、

農協青年部長、農政連古賀

支部長を歴任しており、古

賀農区だけでなく古賀市全

域の若手のリーダー的存在

である。

長﨑氏が農業委員となるこ

とで、人・農地プランを含

む古賀市の農業施策が一層

進むことが期待できる。

以上の理由により長﨑氏を

推薦したい。

推薦していない9 長﨑隆児 男 41 農業



瀧本浩道 男 61 農業

柳井勝 男 77 農業

渋田英昭 男 48 会社員

11 髙原多恵子 女 59 農業

・人・農地プラン

　検討会委員

・農業女性活動促進

　事業推進協議会委

員

・水稲

・その他

・主要な作目（苺）

・耕作面積580アール

認定を受けている

古賀市女性

農業者協議

会会長　安

武布起

女

髙原多恵子さんは、かつて

農業女性活動促進事業推進

協議会に所属され、女性農

業者の農業生産及び農業経

営の能力向上に係る施策の

検討や、農業経営への積極

的な参画を促進させる施策

の検討について積極的に活

動され、女性農業者のため

に尽力されました。よって

髙原氏が農業委員となるこ

とでこれまでの経験を生か

し、女性農業者の代表とし

て意見を述べることができ

るとともに、今後の古賀市

の農業施策に寄与すること

が期待できます。

以上の理由により、髙原多

恵子さんを推薦します。

推薦していない

・新原区行政区長

・新原区農区長

・露地野菜

・果樹

・花き

・主要な作目

（鉢花、花壇苗、野菜）

・耕作面積150アール

認定を受けている

安武氏が農業委員となるこ

とで地域の利用集積が進

み、また新原地区の新規就

農者を受け入れやすくなる

ことが期待できる。

以上の理由により安武氏を

推薦します。

推薦していない10 安武昇 男 68 農業



12 原月江 女 68 農業

・古賀市農業委員

・農業委員会地産地

消

　部会委員

・農業委員会だより

　編集委員会委員

・農地プラン検討委

員

・農家直売！軽トラ

市

　実行委員

・女性農業者協議会

　委員

・露地野菜

・花き

・主要な作目（苺）

・耕作面積23アール

認定を受けていない

古賀市女性

農業者協議

会会長　安

武布起

女

原月江さんは、現在農業委

員として活躍されています

が、他にも農業委員会地産

地消部会、農業委員会だよ

り編集委員会、人・農地プ

ラン検討会、農家直売！軽

トラ市実行委員会の委員と

して古賀市の農業振興に関

し多方面に活躍されていま

す。

また、女性農業者協議会に

所属され、女性農業者の農

業生産及び農業経営の能力

向上、農業経営への積極的

な参画を促進させる施策の

検討について積極的に活動

され、女性農業者のために

尽力されています。よっ

て、原月江さんが農業委員

となることで、これまでの

経験を生かし、女性農業者

の代表として意見を述べる

ことができるとともに、今

後の古賀市の農業施策に寄

与することが期待できま

す。以上の理由により、原

月江さんを推薦します。

推薦していない

松﨑信一郎 男 62 会社員

黒木輝宣 男 59 会社員

松﨑繁人 男 47 会社員

・農業法人ファーム

　おの理事

・薬王寺行政区長

・水稲

・露地野菜

・主要な作目

（麦、ブロッコリー、ス

イートコーン）

・耕作面積13アール

認定を受けている

農業協同組合に勤務しつつ

農業に従事し、農協を退職

後、専業としファーム小野

に参加。薬王寺地区の農業

及び農地、水路に至るまで

熟知されているので充分に

推薦するに値すると考えま

す。

推薦していない13 木村一壽 男 69 農業



農業委員【応募】

番号 氏名 性別 年齢 職業 経歴 農業経営の状況
認定農業者である

か否かの別
応募理由

我が農区は市街化区域

にありますが、往時は

開拓団農家も含め、専

業農家地域でありまし

たが、農業をとりまく

環境や後継者不足等か

ら現在の細小農区の現

状です。このような中

で地域農業が抱える課

題を認識するうえで、

市職員等の行政職員で

あった経験を生かし農

家、農家以外の各々の

立場で、公平・公正に

農業委員として活動・

幅広い視野で意見を述

べていきたく、応募い

たします。

農地利用最適化推

進委員への推薦又

は応募の状況

応募していない

古賀市農業委員会委員の推薦及び応募の状況（最終公表）

14 青谷富彦 男 74 無職

・鹿部行政区長

・花見農区長

・粕屋農業協同組合

総代

認定を受けていない



農地利用最適化推進委員【推薦】

番号 氏名 性別 年齢 職業 経歴 農業経営の状況
認定農業者である

か否かの別
氏名 性別 年齢 職業 推薦理由

農地利用最適化推

進委員への推薦又

は応募の状況

村山秀輝 男 68 会社員

安部勇児 男 68 無職

村山行秀 男 62 無職

古賀市農地利用最適化推進委員の推薦及び応募の状況（最終公表）

被推薦者（推薦を受ける者） 推薦者（推薦をした者）

1 青栁茂 男 65 農業

・米多比区分館主事

・米多比農区助役兼

    会計

・水稲

・露地野菜

・主要な作目（水稲、ブ

ロッコリー）

・耕作面積210アール

認定を受けていない

青栁氏は米多比地区の農

区、行政区の役員の経験を

経て、古賀市農業委員とし

て地域のために活躍されて

います。米多比地区の農地

の状況をよく把握してお

り、当地区の農業のあり方

（農家の後継者問題等）に

ついても、後継者のない農

地の耕作の紹介や自身でも

耕作放棄地を農地として整

備耕作する等、耕作放棄地

の解消に努めています。青

柳氏が最適化推進委員にな

ることで、地域の農地の利

用集積が進むことを期待し

て青柳氏を推薦したい。

推薦していない



松尾秀志 男 64 無職

仁部誠二 男 63 会社員

落石利彦 男 49 自営業

渋田安広 男 64 公務員

渋田倫男 男 53 公務員

渋田泰幸 男 49 会社員

推薦していない

3 渋田健一 男 61 農業 ・庄区農区長

・水稲

・露地野菜

・果樹

・耕作面積160アール

認定を受けていない

渋田健一氏は庄区出身で、

JAに勤務され、農業普及に

努められ、多くの農業に関

する知識がある。今は米作

を中心に野菜、果樹を栽培

し、市内農業を支えられて

いる。農区長を４年間尽力

され、現在は庄区の中心的

役割を活動されている。

渋田健一氏が農業委員とな

ることで、高齢化による放

棄地の解消や、農地利用の

普及、地域農業の問題点

等、的確に改善できるもの

と期待でき推薦したい。

推薦していない

2 井上英二 男 66 無職

・町川原区農区長

・古賀市保護司

・古賀市人権推進

　委員

・水稲

・露地野菜

・耕作面積10アール

認定を受けていない

井上氏は町川原１区で生ま

れ育ち、１０数年前から行

政及び農区の役職につか

れ、特に評議員や農区長と

して、計４年間地域のため

に尽力された。また現在は

保護司としても活動され、

地域社会のために貢献され

ていて、地域では人望が厚

く中心的な存在である。井

上氏が委員となることで、

地域農地の利用集積が進

み、町川原区の新規就農者

を受け入れやすくなること

が期待できる。以上の理由

により井上氏を推薦した

い。



渡茂樹 男 65 公務員

渡勝馬 男 63 会社員

渡俊次 男 62 農業

水上貴行 男 58 会社員

阿部睦明 男 60 自営業

吉住裕彰 男 65 会社員

池見直喜 男 67 農業

森里子 女 62 農業

安武勇 男 62 農業

推薦していない6 安武正一 男 53 農業

・鹿部農区長

・鹿部行政区長

・水稲

・露地野菜

・耕作面積1250アール

認定を受けている

安武氏は34年間鹿部地区を

中心に農業を営んでおり、

認定農業者として5年間活

躍し鹿部地区のリーダー的

存在である。地域外耕作地

を解消し、耕作できるよう

にし、若手農業者の指導

等、古賀市地域農業者の模

範である。また、鹿部行政

区長や鹿部農区長として14

年間地域のために尽力され

た。

推薦していない

5 阿部茂典 男 67 農業
・薦野農区長

・水稲

・その他

・耕作面積55アール

認定を受けていない

阿部茂典氏は現在農業を営

んでおり、平成２８年度に

は薦野農区長として地元の

為に尽力された。地域農業

に精通しており、市職員の

経験を活かし、農業委員と

して経験を十二分に発揮さ

れると期待されることから

推薦したい。

推薦していない

4 渡健一郎 男 37 農業

・粕屋農協青年部

    副部長

・小山田１組組長

・水稲

・露地野菜

・耕作面積1100アール

認定を受けている

渡健一郎氏は若くして会社

員を退いて以降１２年間、

この地で農業を営んでお

り、認定農業者としても１

０年間活躍し、粕屋農協青

年部のリーダー的存在で

す。この地域も高齢化が進

んでおり、遊休農地が発生

せぬ様、同認定農業者の父

親と力を合わせ尽力されて

いる。渡健一郎氏が推進委

員になることで同じく若手

の新規就農者の受け入れ等

が期待出来る。

以上の理由により、渡健一

郎氏を推薦したい。


