
猿払村農業委員会委員候補者推薦状況（法人・団体）  令和5年3月13日現在 ※番号は受付順

年月日 職名・経歴等 経営面積
農業従事日

数
（日／年間）

地域の農業生産の振興を旨として、組合員
の相互扶助の精神に基づき、協同して組合
員の事業及び生活のために必要な事業を行
い、もってその経済状態を改善し、かつ、社
会的地位の向上を図ることを目的とする。

211 正組合員

農業に関する見識を有し、農地等の利
用の最適化の推進に関する事項に関
し、その職務を適切に行うことができる
ものとして推薦いたします。

猿払村酪農ヘルパー組合長
北海道指導農業士
東宗谷農協理事

71.85ha 350 該当 東宗谷農業協同組合
代表理事組合長
佐藤　裕司

6 守  谷      学 男 48 酪農業
平成26年5月
平成28年12月
令和元年5月

名　　称
代表者又は
管理人の

氏名
設　立　目　的

構成員
の数
（人）

構成員の資格 推　薦　理　由

被推薦者（推薦を受ける者） 推　　薦　　者

番号 氏　　名 性別 年齢 職業
経　　　歴 農業経営の状況

認定農業者
等該当状況



猿払村農業委員会委員候補者推薦状況（個人） 　令和5年3月13日現在 ※番号は受付順

年月日 職名・経歴等 経営面積
農業従事日数
（日／年間）

後藤 圭（代表） 男 50 酪農業

森 哲也 男 65 酪農業

丹治 貞二 男 69 酪農業

木村 健二（代表） 男 60 酪農業

須藤 克章 男 53 酪農業

渡邊 祐世 男 44 酪農業

丹治 貞二（代表） 男 69 酪農業

木村 健二 男 60 酪農業

須藤 克章 男 53 酪農業

木村 健二（代表） 男 60 酪農業

須藤 克章 男 53 酪農業

渡邊 祐世 男 44 酪農業

後藤 圭（代表） 男 50 酪農業

森 哲也 男 65 酪農業

丹治 貞二 男 69 酪農業

後藤 圭（代表） 男 50 酪農業

森 哲也 男 65 酪農業

丹治 貞二 男 69 酪農業

鈴木 契一（代表） 男 50 酪農業

松井 克己 男 65 酪農業

天野 健一 男 45 酪農業

丹治 貞二（代表） 男 69 酪農業

松井 克己 男 65 酪農業

須藤 克章 男 53 酪農業

高橋雄行（代表） 男 65 酪農業

大武和廣 男 67 酪農業

愛橋ファルークアジーム 男 36 酪農業

9 松谷 厚 男

地域の中心的存在であり、現農業委員として
3期の経験及び委員長1期の経験を生かし、
地域農業発展に意欲的でありますので推薦
します。

北海道土地連講習所卒業
猿払村役場奉職
猿払村役場退職
猿払村社会福祉協議会退職

― 非該当

昭和55年3月
昭和55年4月
平成26年7月

酪農学園機農高等学校卒業
猿払村にて酪農業に従事
猿払村農業委員会委員

130.30ha

行政職員として農業行政にも携わった経験
から、農業に対する知識もあり、地域農業の
発展に意欲的でありますので推薦します。

―

350

平成16年3月
平成16年4月
平成19年10月
平成26年4月

地域の担い手の中心的存在であり、酪農ヘ
ルパーの経験を生かし地域農業発展に意欲
的であるため推薦します。

70 無職

昭和47年3月
昭和47年4月
平成25年3月
令和4年3月

名寄農業高校（現名寄産業高校）
卒業
拓殖大学北海道短期大学卒業
猿払村酪農ヘルパー組合勤務
酪農業に従事

76.93ha 350 該当

地域の担い手として若者の中心的存在であ
り、ヘルパー組合勤務を経て経営継承した経
験を生かし地域農業発展に意欲的であり推
薦します。

8 水野 正継 男 61 酪農業

7 安彦 正博 男 47 酪農業

平成5年3月
平成7年3月
平成7年4月
平成13年1月

平成12年3月
平成14年3月
平成14年4月
平成17年3月

徳島県立日和佐高校卒業
大阪医療秘書福祉専門学校卒業
大阪回生病院勤務
結婚、酪農業に従事

71.41ha 350

地域の若手女性の中心的存在であり、他県
から猿払村へ就職し結婚した経歴を生かし、
地域農業発展に意欲的でありますので推薦
します。

日本獣医畜産大学卒業
猿払村酪農ヘルパー組合
新規就農者として酪農業に従事

51.41ha 350 該当

新規就農者として酪農業に従事し、現在では
地域の中心的存在となっている。資源を有効
利用した酪農で地域農業発展に意欲的であ
り推薦します。

酪農業

4 羽鳥 元治 男 51 酪農業

JA職員として授精業務に携わった経験を生
かし、地域の担い手と結婚後も酪農作業に
従事し、地域農業発展に意欲的であり推薦し
ます。

北海道浜頓別高等学校卒業
札幌開発株式会社勤務
酪農業に従事

60.67ha 350 該当
地域担い手の中心的存在であり、農業青年
組織の代表を務めている経験を生かし地域
農業発展に意欲的であるため推薦します。

北海道浜頓別高等学校卒業
日本動物植物専門学校卒業
浜頓別町農業協同組合勤務
結婚、酪農業に従事

85.34ha 350 非該当丹治 美樹 女 48 酪農業

2 尾山 敬貢 男 41 酪農業

推　薦　理　由

平成12年3月
平成12年6月
平成15年4月

平成9年3月
平成12年3月
平成12年4月
平成13年4月

北海道浜頓別高等学校卒業
八紘学園北海道農業専門学校卒
業
海外農業実習
猿払村にて酪農業に従事

91.84ha 350 該当

経　　　歴

推　　薦　　者被推薦者（推薦を受ける者）

番号 氏　　名 性別

地域担い手の中心的存在であり、TMRセン
ター代表を務め、海外農業実習の経験もあり
農業振興発展に意欲的でありますので推薦
します。

氏　　名 性別 年齢 職業
農業経営の状況

認定農業者
等該当状況

猿払村立拓心中学校卒業
北海道浜頓別高等学校入学
猿払村酪農ヘルパー組合勤務
酪農業を継承

59.09ha 350 該当

該当

非該当

10 工藤 翔 男 34 酪農業

5 白田 千恵 女 41

年齢 職業

1 鳴海 洋平 男

平成6年3月
平成13年1月
平成14年11月

平成6年3月
平成8年4月
平成8年9月
平成15年11月

44 酪農業

3


