
知内町農業委員会委員の推薦及び応募の結果（最終結果）
【推薦の結果】

氏名 年齢 性別 職業 経歴 農業経営の状況 認定 個・団体 推薦者 代表者
団体の場

合
構成員数

推薦理由

1 橋本清一 63 男 農業

（元）
・道南農業共済組合　組合長

（現）
・知内町農業委員会　委員
・みなみ北海道農業共済組合　副組合長

水稲　12.5ha
ニラ　0.2ha
ホウレン草 0.4ha
畑作　6.0ha

認定 団体 上雷町内会 橋本政勝 50戸

地域の中心的経営体であり、
且つ長年にわたり農業委員も
務めているため、地域からの
信頼も厚く、適任であると考え
るため推薦する。

2 大嶋　貢 50 男 農業

（前）
・ＪＡ新はこだて　監事
・南渡島青果物連絡協議会　会長
・知内町ホウレン草生産組合　組合長

（現）
・知内町農業委員会　委員
・知内町ニラ生産組合　組合長
・知内町アグリサポートＭＫＴ組合　組合長
・知内町畑作生産組合　副組合長

水稲　8.0ha
ニラ　2.2ha
ホウレン草 0.2ha
大豆　5.0ha
ソバ　5.0ha

認定 団体
重内第二
農事組合

大嶋健司 12戸

ニラの生産組合長として知内
町の農業を牽引する立場であ
り、地区の中でも中心的経営
体として信頼も厚いため、推薦
する。

4 吉田成三 63 男 農業

（前）
・ＪＡ新はこだて　監事
・知内町トマト生産組合　組合長

（現）
・知内町農業委員会　委員
・知内土地改良区　理事
・ＪＡ新はこだて　理事
・ＪＡ新はこだて南渡島地区　運営委員長

水稲　6.7ha
トマト　0.7ha
みつば　0.1ha
牧草　3.2ha

認定 団体 知内土地改良区 寺尾正弘
理事9名
監事3名

土地改良区と農業委員会・農
地中間管理機構との情報の共
有など、土地改良区区域内の
農地の権利移動や農地の転用
など、区の運営において密接
な関わりがある為。

受
付
番
号

推薦を受けた者 推薦者



5 木本　勉 60 男 農業

（前）
・重内地区青年会　会長
・知内町4Hクラブ　会長
・知内農業協同組合青年部　部長
・知内農業協同組合　監事
・知内町ニラ生産組合　副組合長
・知内町稲作振興会　会長
・函館育ちふっくりんこ蔵部　部会長

（現）
・知内町農業委員会　委員
・知内土地改良区　監事

水稲　13.9ha
ニラ　0.7ha
ミニトマト　0.1ha
転作　4.0ha

認定 団体
重内第一
農事組合

伊藤勝夫 8戸

地域の中心的担い手であり、
且つ長年農業委員を勤めてい
るため、地域との調整等に長
けており、信頼できるため推薦
する。

6 城地純子 58 女 農業

（前）
・ＪＡ新はこだて知内支店女性部　会計
・ＪＡ新はこだて知内支店女性部　副部長

（現）
・ＪＡ新はこだて知内支店女性部　部長

施設野菜　1.0ha
畑作　6.0ha

認定に
準ずる

団体
ＪＡ新はこだて

知内支店
女性部

城地純子 29名

知内の農業振興に必要な後継
者を維持育成するには女性の
力が必要であり、それは農業
委員でも同様であると考えるた
め推薦する。

7 石本美枝子 66 女 農業

（前）
・ＪＡ新はこだて知内支店女性部　副部長
・ＪＡ新はこだて知内支店女性部　会計
・ＪＡ新はこだて知内支店女性部　書記
・民生委員
・中ノ川稲作生産組合　会計事務
・中ノ川町内会　理事

（現）
・知内町農業委員会　委員
・渡島女性農業委員の会　監事
・ＪＡ新はこだて知内支店女性部　書記会計
・わくわく工房　会計

水稲　3.7ha
ニラ　0.6ha

認定に
準ずる

団体
ＪＡ新はこだて

知内支店
女性部

城地純子 29名

長年にわたり、農業委員を務
めた実績があり、民生委員とし
ても地域に貢献してきた。農協
女性部での信頼も厚く、責任感
があるため推薦する。

8 脇本昌樹 58 男 農業
（現）
・知内町農業委員会　委員
・土地改良区　総括監事

水稲　4.7ha
無 団体 元町農事組合 佐藤信也 24名

長年に渡り、農業委員・土地改
良区役員を務め、地域農業者
からの信頼が厚く、公平且つ
的確な判断により農業振興に
尽力することを期待し推薦す
る。

9
（再）

南茂敏 50 男 農業

（前）
・知内町4Hクラブ　会長
・ＪＡ新はこだて知内支店青年部　部長
・ＪＡ新はこだてホウレン草部会　部会長
・知内町ホウレン草生産組合　組合長
・南渡島青果物連絡協議会　会長

（現）
・知内町農業委員会　委員
・知内土地改良区　理事
・北海道指導農業士
・渡島指導農業士・農業士会　監事
・知内町無人ヘリコプター防除組合　副組合長
・知内町ニラ生産組合　監事
・ＪＡ新はこだて函館育ちふっくりんこ蔵部　副部会長
・知内町稲作振興会　会長
・知内町ＰＴＡ連合　副会長
・知内町立湯ノ里小学校ＰＴＡ　会長

水稲
15.9ha
ニラ
1.3ha
ホウレン草
0.6ha

認定 団体
重内共栄
農事組合

吉田峰一 5名

様々な役を歴任し、農業経営
への姿勢に対する地域の評価
は高く、自らの技術や知識を地
域に還元し、振興を図っており
地域内では指導的立場で信頼
も厚いため推薦する。



【応募の結果】

氏名 年齢 性別 職業 経歴 農業経営の状況 認定

1 手塚惠一 65 男 無職

（前）
・知内町産業振興課　課長
・知内町産業振興課　農政係長
・知内町農業委員会　事務局長

（現）
・知内町農業委員会　委員

なし 無

2 帰山祐子 55 女

農業

英語教
室経営

（現）
・お米アドバイザー
・野菜ソムリエ

水稲　14.7ha
転作　9.0ha

JGAP認証農場
特別栽培米（農
薬・化学肥料の
使用量５割減）４
種の直販

認定に
準ずる

3 小西勝則 62 男 農業

（前）
・ＪＡ新はこだて　副組合長
・知内町ニラ生産組合　組合長

（現）
・知内町農業委員会　委員

ニラ　1.5ha 認定

4 花井泰子 76 女 無職

（元）
・北海道職員
・登別市議会議員
・知内町議会議員

なし 無
開拓農家の娘として農業を手伝っていた経験、議員として培った知識を活かし、
知内の農業振興に貢献していきたいと考えるため。

知内町職員として培った知識を活かし、優良農地の確保や農業施策への助言等
地域の農業振興に貢献したいと考えるため。

この先10年後の知内町農業振興、後継者対策を心配し、課題解決に向けた活
動、提言等を行いたいと考えるため。

応募理由

受
付
番
号

推薦を受けた者

・環境に配慮した農業、そして「食」と「農」の観点から生産者と消費者をつないで
いく事に注力したい。
・知内町の農産物を用いた、６次化商品開発を提案していきたい。


