
農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号。）第９条第２項及び同法施行規則第６条第２号の規定に基づき、受付終了時点（令和２年２月１９日）における
市川市農業委員会委員の推薦及び応募状況を以下のとおり公表します。

【推薦・応募の状況】
（１）推薦による応募（個人又は法人・団体）

①構成員の人数

年月日 職名・役職等 ②構成員の資格

昭和53年3月31日 昭和第一高等学校卒業
昭和55年3月31日 東京商科学院専門学校卒業
平成8年12月8日 税理士試験合格
平成9年3月25日 税理士登録・開業
平成21年4月1日から
平成24年3月31日まで

平成25年4月1日から
平成27年3月31日まで

昭和55年3月 工学院大学卒業 兼業
昭和55年4月から 農業に従事 自作地 ①47人
平成16年1月から 市川大野梨組合　組合長 約14,000 ②組合員

㎡
梨

兼業
昭和55年10月1日 東京農業大学農学部中退 自作地 ①83人
昭和55年11月1日 農業に従事 32,000㎡ ②地域内に農地を
平成２年４月１日～ 千葉県スポーツ推進委員 借地 　有する者
平成２６年７月２０日～ 市川市農業委員会委員 3,000㎡

梨

昭和４１年３月 千葉県立国府台高等学校卒業
平成２２年５月～現在 市川市子ども会育成会連絡協議会会長 専業
平成２０年６月～現在 市川市明るい選挙推進協議会理事 自作地
平成２２年７月～現在 市川市明るい環境をつくる会委員 13,000㎡ ①57人
平成２３年８月～現在 市川市民生委員推薦会委員 梨 ②組合員
平成２９年４月１日～現在 市川市社会福祉協議会評議員
令和元年１１月～現在 柏井梨業組合役員
平成２０年７月～
　平成２９年７月 市川市農業委員会委員
平成２９年７月～現在 市川市農地利用最適化推進委員

認定農業者 迎米農家組合 ― ―

（原文のまま記載しています）

62 農業

　現農業委員としての経験と地元の
地域農業に精通しており、行動力も
備えて組合員からの信頼を厚いこと
から農家組合として小川氏を農業
委員に推薦します。

推薦しない

及川　均
農家組合員の経済的・
社会的地位の向上・発
展に寄与すること。

柏井第5支部
第6支部
第7支部
農家組合

― ― ― 小沢　裕

　農家組合員の経済
的、社会的地位の向
上、発展に寄与すること
　組合員相互の連携と
親睦

推薦しない

　人望が有り農業委員として適任者
と思う
　農地利用最適化推進委員として
地域の農業振興に寄与し、又多様
な役職につき、地域で信頼されてい
る

推薦しない

温厚で人当りもよく、数多くの役員も
こなし、自分の考えを持ち、誠実で
周りの人たちからも信頼を得ている
方です。

―
大町第3組合
森川　治

　会員相互の親睦及
び、農業、地域社会の
保治発展の為研修勉強
を行う

―
千葉県
税理士会
市川支部

―非農家

番号
氏名 性別 代表者又は管

理人の氏名

推薦者（推薦する者）

年齢 職業
経歴

性別 年齢

被推薦者（推薦を受ける者）

職業

（個人） （法人・団体）

3 小川　治夫 男 61 農業 認定農業者 大町農家組合 ― ―

農地利用最
適化推進委
員への推薦
又は応募の

状況

推薦理由

目的

―2 板橋　利行 男

氏名（又は名
称）

農業経営
の状況

認定農業
者の区分

市川市農業協同組合顧問税
理士
千葉県税理士会市川支部支
部長

1 石井　文夫 男 61 税理士

　石井税理士は、農業を主要取引
業種の一つとして、相続や贈与時
の農地の納税猶予手続、農地に関
する証明の取得など、納税者を通じ
て農業・農地に係る税務行政に長く
携わってまいりました。
　また、石井税理士自身も父の代ま
ではずっと農業を続けてきた家系で
あり、農業に関する識見も十分に有
しております。
　なお、石井税理士は、平成２９年７
月から市川市の農業委員として職
務を遂行しており、これまでの経験
を活かし、引き続き農業委員会の一
員として適切に業務を行い、市川市
の農業の発展に寄与することがで
きる人材として、石井税理士を推薦
いたします。

①約３００人
②税理士登録者
(市川市及び浦安
市に事務所がある
者）

推薦しない

税理士の社会的使命を
果たすことを目的として
租税教育、税務支援、
公益的活動等を行って

いる。

山田　浩一――

4 石井　克己 男 72 農業
認定農業

者
ではない



昭和４２年 千葉県率国府台高等学校卒業 専業
同年農業に従事 自作地 ①28人

昭和５４年 市川市消防団第１１分団長 14,000㎡ 千足在住
平成２８年 市川市農協野菜部会長 梨、枝豆
平成２０年 市川市農業委員 法蓮草

昭和５２年３月 法政大学経済学部卒業
昭和５２年４月～ 農業に従事 兼業
平成４年４月～ 自作地 ①56人
平成１２年３月まで 市川市青少年補導員 11,407㎡ ②組合員
平成１５年４月～ 市川市安全協会役員 梨
平成２６年７月～ 市川市農業委員会委員

昭和５０年３月 千葉短期大学英文科卒業
昭和５１年１１月 市川市農業協同組合　入組
平成１６年６月 市川市農業協同組合　退職
平成１６年１２月～

２８年１１月 市川市民生児童委員 非農家
平成２７年３月～

３０年３月 市川市農業協同組合　非常勤役員

平成２９年７月～ 市川市農業委員会委員
平成３０年４月～ ＪＡいちかわ女性部　支部長

昭和56年3月31日 大原簿記学校卒業 兼業 那須　嘉郎 男 72 農業
昭和56年4月1日 自作地

5,456㎡ 那須　篤 男 72
昭和59年9月30日 同上　退職
昭和59年10月20日 ㈱ビーアンドディー　就職 飯塚　信行 男 58 農業
平成24年7月31日 同上　退職
平成２４年８月１日から 農業に従事

平成７年３月 千葉県立流山高等学校卒業 専業
平成７年４月 茂原農業特別専攻科入学 自作地
平成９年３月 茂原農業特別専攻科卒業 6,000㎡
平成９年４月 静岡県苺生産者へ研修 イチゴ ①46人
平成１０年４月 静岡県苺生産者へ研修終了
平成１０年４月 農業に従事

―石橋　弘嗣 男 65

②市川市内に居
住する青年農業者

組合員の団結と親睦

―

推薦しない6 ― 井上　義勝
農家組合員の経済的・
社会的地位の向上・発
展に寄与すること。

認定農業者 千足農家組合 ― ― ―5 石井　利和 男 71 農業

農業 認定農業者 国分第一実行組合 ―

　長年に渡り農業に従事し、地域農
業社会の維持・発展に貢献、実績・
人格から見ても適任ですので推薦
いたします。

石井　宏 推薦しない

　農業者として、地域の農業と農地
を守てきた経験と、農業委員として
の長年のキャリア、及び都市近郊
農業に関するビジョンなど、農業委
員として適任者であると考え、推薦
いたします。

7 石田　まさ子 女 65

市川市農
業協同組

合
市川地区
女性部支

部長

―

8 宇田川　忠好 男 61
農業
会社員

認定農業者

― 朝倉　静江

都市近郊ＪＡ女性部員と
しての社会的、経済的
地位の向上を図り明る
い生活環境を作る事を
目的とする。

― ―

市川東葛信用金庫（現・東京
ベイ信用金庫）就職

ねぎ、
キャベ
ツ、枝豆

9 太田　裕士 男 43 農業 認定農業者
JAいちかわ

市川地区青年
部

松本　大佑

　共同活動の実践を通
じて、生産技術の向上、
農業に関する各種問題
の解決を図ることを目
的組する。

推薦しない― ― ―

推薦しない

　被推薦人は、都市農業の現状を
直視し、多くの農家が抱える将来へ
の不安を払拭したいとの思いが強
く、地域農業の進展に寄与してい
る。又、生産野菜は市場にて高い
評価を受け、消費者からも支持され
ている。地元自治会の副会長を勤
めるなど幅広い分野で活躍し、仲間
の信頼を厚い。そのため、この度の
市川市農業委員に推薦する次第で
あります。

①２５７人
②市川市農業協
同組合区域内に
居住する女性に対
して、女性部の主
旨に賛同する者を
もって組織する。

JAいちかわ
市川地区女性

部
― ―

　被推薦者は、イチゴ生産・販売を
専門として経営を行っており、近年
規模の拡大や先進技術を導入する
など、市川市のイチゴ生産を牽引し
ている。また、平成18年、19年に青
年部長を経験し、その後も役員とし
て青年部活動を支えてきたことから
若手農業者のリーダー的存在とし
て地域農業の振興に貢献してい
る。
　以上のことから、農業への識見を
持ち、人望も厚い太田氏を農業委
員に推薦したい。

推薦しない

　ＪＡ事業及び女性部活動に非常に
積極的な姿勢で取り組まれておりま
す。
又、平成２９年７月より現在、農業
委員として活発に活動して頂いてお
りますので、女性部役員会議で再
度皆様にお諮りした結果、再任のお
願いをいたしました。



平成１３年３月 千葉県立薬円台高等学校卒業 専業
平成１４年４月から 農業に従事 自作地 ①46人

16,000㎡
梨

②市川市内に居
住する青年農業者― 松本　大佑

　共同活動の実践を通
じて、生産技術の向上、
農業に関する各種問題
の解決を図ることを目
的組する。

推薦しない

　被推薦者は、ＪＡいちかわ市川地
区青年部で長年役員として、活躍
し、平成３１年には千葉県農協青年
部協議会の役員を務めるなど、リー
ダーシップを発揮して青年部活動に
貢献してきた。
　また、農業振興事業へ積極的に
参加する姿勢と、認定農業者として
経営改善に取り組む高い意識を持
つことから、ＪＡいちかわ市川地区
青年部として、小沢氏を農業委員に
推薦したい。

10 小沢　伊知郎 男 37 農業 認定農業者
JAいちかわ

市川地区青年
部

― ―


	推薦

