
龍ケ崎市農地利用最適化推進委員の推薦及び応募の状況 
 

１．団体による推薦の状況 

No 

推薦を受けた者の情報 推薦をした者の情報 

推薦す

る区域 
氏 名 職業 

年齢 

(歳) 
性別 経 歴 農業経営の状況 

農業委員
への推薦
又は応募
の有無 

法人又は 

団体の名称 

代表者又は 

管理人の氏名 

構成員の

数（人） 
法人又は団体の目的 

構成員たる 

資格及び 

団体の性格 

推薦の理由 

1 馴柴 稲葉 雅一 農業 68 男 ・平成 29年 7月より農地利

用最適化推進委員 

・令和 2 年 4月より水郷つ

くば農業協同組合 監事 

現在に至る 

耕作面積：15ha 

作付品目：水稲 

無 水郷つくば

農業協同組

合 

代表理事組合長 

池田 正 

27,644人 「農業者の所得増大」と

「持続可能で安心して

暮らせる豊かな地域社

会の確立」 

 

5ａ以上の土地を耕作す

る農業を営む個人及び 1

年のうち 30 日以上農業

に従事する個人など 

 

農業経営に対し前向きで協調性も

あり、地域からの信頼も厚い。 

また、地域農業に対する理解も深

いことから、今後も龍ケ崎市農業

の発展に貢献する活躍が期待でき

る。 

2 大宮 岡野 学 農業 72 男 農業従事 45年 

農地利用最適化推進委員 

牛久沼土地改良区 監事 

みなみ農業共済 理事 

耕作面積：39.7ha 

作付品目：あきたこま

ち、コシヒカリ、トヨ

メキ、夢あおば 

 

無 牛久沼土地

改良区 

理事長 

中島 淳 

2,160 人 土地改良法によって、

農家の人たちが農業生

産を行ううえで欠かせ

ない用排水施設や道路

等の設置、維持、管理及

び、農地の区画整理な

どの土地改良事業を実

施することを目的に設

立された団体です。 

 

土地改良区の地区内の

土地について土地改良

法第３条に規定する資

格者、及び土地改良法に

基づく農家の組合組織。 

土地改良区は、一定の地

区内で土地改良事業を

行うための団体として、

土地改良法により成立

を認められている公法

人（公共組合）で、県知

事の認可により成立し

ます。 

令和 5 年 2 月 8 日開催の理事会の

協議による。 

3 馴柴 中澤 清 農業 71 男 全国野菜園芸技術研究会 

 監事 

茨城県施設園芸研究会 

 会長 

(公社)茨城県農林振興公社 

 理事 

認定農業者 

龍ケ崎市農地利用最適化推

進委員 

耕作面積及び作付け

品目 

田 75ａ 水稲 

畑 30ａ トマト、キ

ュウリ 

茨城県銘柄産地指定

を受けている龍ケ崎

トマトを中心に水稲、

キュウリ等の栽培を

行っている。  

無 JA 水郷つく

ば竜ケ崎施

設園芸部会 

部会長 

 長塚 清吾 

9 人 施設園芸作物の振興と

経営の発展の近代化を

図り、共販体制による

出荷量の確保及び品質

の向上を図り、農産物

の産地として確立し、

市場から信頼を得るこ

とで部会員の所得向上

に期することを目的と

する。 

水郷つくば農業協同組

合員であること。また、

出荷規格の統一と品質、

栽培方法、市場への共販

体制による統一化され

た規定に基づいた生産

に取組んでいる。 

現在、農業経営に取組む中で、農業

者の高齢化及び後継者問題等につ

いて、地域住民のリーダー的な担

い手として、積極的に意見交換等

を行い、今後の龍ケ崎市の農業の

発展のために、期待したく推薦い

たします。 

4 長戸 中山 務 農業 71 男 昭和 45年 3 月 茨城県立 

江戸崎高等学校卒業 

平成 15年 専業農家となる 

平成 20年 認定農業者 

有機栽培始める 

平成 27年 農業経営改善

計画認定書の認定 

平成 28年 持続性の高い

農業生産方式の導入に関

する計画の認定 

耕作面積：106,947㎡ 

 水田 105,633 ㎡ 

 畑 1,314 ㎡ 

作付品目：水稲 コシ

ヒカリ、あきたこまち

外 

畑 露地野菜 

無 農事組合法

人 長戸北

部営農組合 

代表理事 

木村 透 

8 人 組合員の農業生産につ

いての協業を図ること

によりその生産性を向

上させ、組合員の共同

の利益を増進する。 

 高等学校卒業後、会社勤めや自営

業を行いながら農業に従事し、両

親が高齢により、農業専従となり、

規模拡大するとともに有機栽培に

取り組んでいる。平成 20年より認

定農業者となる。耕作地は八代、長

峰、半田、大宮地区であることから

と地域に精通している。また、現在

は土地改良区の総代として地域農

家の相談に応じていることから農

地利用最適化推進委員に適任であ

ると考え推薦するものです。 



No 

推薦を受けた者の情報 推薦をした者の情報 

推薦す

る区域 
氏 名 職業 

年齢 

(歳) 
性別 経 歴 農業経営の状況 

農業委員
への推薦
又は応募
の有無 

法人又は 

団体の名称 

代表者又は 

管理人の氏名 

構成員の

数（人） 
法人又は団体の目的 

構成員たる 

資格及び 

団体の性格 

推薦の理由 

5 長戸 小林 茂 農業 71 男 高校を卒業後、家業の農業

に従事、父親の身体があま

り丈夫でなかったため、本

人が中心的に農作業を行

い、農業一筋に頑張ってき

た。 

10 年位前から近隣の農家よ

り耕作委託の依頼があり、

耕作面積を増やしてきた。 

耕作面積：約 60,000

㎡ 

作付品目：コシヒカ

リ、あきたこまち 

無 農事組合法

人 長戸北

部営農組合 

代表理事 

木村 透 

8 人 組合員の農業生産につ

いての協業を図ること

によりその生産性を向

上させ、組合員の共同

の利益を増進する。 

 長年専業農家として、真面目に農

業に従事してきた。 

近年は、プール式にした育苗管理

をしたり、近所の友人と共同作業

をしたりと、地域で積極的に農業

に取り組んでいる。これらのこと

から、今後の地域農業の発展に寄

与できる人物で、農地利用最適化

推進委員に適任であると考え、推

薦するものです。 

6 川原代 宮本 一典 農業 71 男 ・平成 24 年 3月 地方公共

団体龍ケ崎地方衛生組合

退職(勤続 35年)家業であ

る農業に従事現在にいた

る。 

・令和 2年 10月 牛久沼土

地改良区理事就任。 

・平成 29 年 7月 農地利用

最適化推進委員就任(現

在 2期) 

水田 250ａ 

畑 30ａ 

作付品目 稲作、野菜 

無 牛久沼土地

改良区 

理事長 

中島 淳 

2,160 人 土地改良法によって、

農家の人たちが農業生

産を行ううえで欠かせ

ない用排水施設や道路

等の設置、維持、管理及

び、農地の区画整理な

ど土地改良事業を実施

することを目的に設立

された団体です。 

 

土地改良区の地区内の

土地について土地改良

法第３条に規定する資

格者、及び土地改良法に

基づく農家の組合組織。 

土地改良区は、一定の地

区内で土地改良事業を

行うための団体として、

土地改良法により成立

を認められている公法

人（公共組合）で、県知

事の認可により成立し

ます。 

令和 5 年 2 月 8 日開催の理事会の

協議による。 

7 龍ケ崎 國松 俊幸 農業 61 男 牛久沼土地改良区 総代 

いばらき広域農業共済組合  

総代 

農地利用最適化推進委員  

耕作面積：15ha 

作付品目：水稲 

無 米町水門二

区 

菊地 啓 400人 会員相互の扶助並びに

福利の増進を図るとと

もに、行政機関との協

働により自らの意志に

基づいて地域社会の向

上に努めることを目的

とする。 

米町水門二区の区員と

して居住している。 

米町水門二区では若手の努力家と

して信頼されており、認定農業者

として担い手として、地域農業の

発展に取り組んでほしい。 

 

  



２．個人による推薦の状況 

No 

推薦を受けた者の情報 推薦をした者の情報 

推薦する 

区域 
氏 名 職業 

年齢 

(歳) 
性別 経 歴 農業経営の状況 

農業委員への 

推薦又は応募 

の有無 

氏 名 職業 
年齢 

(歳) 
性別 推薦の理由 

1 大宮 中村 裕男 農業 60 男 牛久沼土地改良区総代 

 令和元年〜現在 

千秋地区区長 令和 4 年〜現在 

龍ケ崎市認定農業者 〜現在 

 

耕作面積：10.3ha 

作付品目：水稲 

 

無 長塚 清吾 農業 71 男 現在、千秋地区の区長として、地域住民の取

りまとめ等を行い、地域のリーダーとして、地

元からの信頼も厚い。 

 また、農業経営においては、耕作放棄地を解

消するなど、積極的に農地利用の集積・集約化

の取り組みを行い、農地利用最適化推進委員と

して適任であるためここに推薦いたします。 

2 北文間 髙島 力 農業 74 男 昭和 39年 4 月 船橋市藤原町農業専

門学校 

23 歳ごろ自作農従事 

豊田土地改良区総代 

認定農業者 

耕作面積：5ha 

作付品目：水稲作 

無 市田 和義 農業 67 男 これまでの農業経験から信任を得ているほか、

認定農業者として、精力的に農業に取り組んで

おります。よって、農地利用最適化推進委員と

して、適任と考えております。 

3 八原 

 

椎名 忠行 農業 52 男 平成元年 土浦日本大学高校卒業 

     日立照明株式会社入社 

平成 21年 日立照明株式会社退職 

平成 22年 就農 

令和 2年 農地利用最適化推進委員 

耕作面積：約 44ha 

作付品目：水稲 

無 仲村 力 農業 76 男 現在、担い手として農地集積を計っており、耕

作放棄地の未然防止、解消等に、農地利用最適

化推進業務に貢献できる。 

4 八原 塚本 恭央 農業 51 男 平成 2年 いばらき生協 

平成 9年 小嶋建材 

令和元年 就農 

耕作面積：約 12ha 

作付品目：水稲 

無 仲村 力 農業 76 男 地元では、若手の努力家として、信頼されてお

り、認定農業者として、担い手として、地域農

業の発展に取り組んでほしい。 

  



３．応募の状況 

No 

応募した者の情報 

応募する 

区域 
氏 名 職 業 

年齢 

(歳) 
性別 経 歴 農業経営の状況 

農業委員への 

推薦又は応募 

の有無 

応募の理由 

1 馴柴 松田 一彦 農業 70 男 1975年 大学卒業 商社勤務 この間、約 5

年間ドイツ現地法人勤務、主として、農畜

産・食品業務に従事。 

1997年 米国穀物メジャー日本法人に転籍、

同様に農畜産・食品貿易に携わる。 

2012年 調味料・食品会社の関連会社（貿易

業務他）の設立に携わり、代表就任。 

2019年 退任後農業専従となり現在に至る。 

米作 約 1.1ha 

畑作 約 3ａ 

有 環境問題の多様化、耕作放棄地の拡大、農業経

営の厳しさ（採算・担い手不足など）、食糧自給

率の向上、農地利用の多様化などについて、長

年の会社勤務で得た知識と農業従事の現状を

併せて考えてみたい。経営の成り立つ農業を欧

州諸国、米国、オーストラリア、そして南米諸

国などと比較の上で、検討してみたい。 

 


