
人数

8 人　（  3人）

12 人　（  8人）

20 人　（ 11人）

受
付
番
号

応
募
推
薦
の
別

性別 年齢 職業

1 推薦 かずま　ゆたか 男 66 農業 S60年～ 農業に従事 400a

數馬　豊 H26年～ 富海土地改良区理事 水稲

H23年～ 農業委員 小豆

白ネギ

粟

2 応募 ふくい　あきと 男 74 農業 S39年4月～H7年3月 22a

福井　章人 H7年～ 水稲

H11年7月～H13年4月 日本海新聞倉吉北通信部長

H19年12月～

H23年7月～ 農業委員

3 応募 てつもと　たつお 男 69 農業 S52年12月～H2年5月 ㈱井木組に勤務 70a

鐵本　達夫 H2年6月～現在 水稲

H4年6月～現在　 行政書士

H20年7月～現在　 倉吉市農業委員

農業委員候補者の推薦及び応募状況　（令和2年4月15日現在）

【受付人数】

　（うち認定農業者数）　

推薦を受けた者（個人・団体推薦）

自ら応募した者

合計

※定数19人

【推薦・応募の状況】

 経　歴 推薦者 推薦理由

JR西日本大阪支社助役

農業に従事

民生児童委員

農業に従事

H5年7月～H17年7月 関金町農業委員・倉吉市農業委員

ふりがな

氏 名
農
業
経
営
の
状
況

認
定
農
業
者
の
該
当

推
進
委
員
へ
の
応
募

該当 小鴨農事組合長会
会長 河本 誠友

現農業委員で在職中の世話等熱心で
あり、知識･見識等も豊富である。

無

非該当

無

非該当

無



4 推薦 ふじい　ただあつ 男 63 S54年4月～S59年3月 ふそう銀行(現山陰合同銀行)

藤井　忠篤 S59年4月～S61年7月 上井水産魚市㈱・山陰製氷㈱

S61年8月～H27年3月 鳥取県商工会連合会

 　　 　 　　　　　　　　　　　　旧青谷町・旧大栄町・旧大山町商工会 経営指導員

　　 　　  　　　　　　　　　　　大山町・北栄町商工会 事務長

H27年4月～現在 行政書士・経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ事務所代表

5 推薦 はやた　ひろゆき 男 66 S49年11月～H26年3月 50a

早田　博之 H26年5月～現在 水稲

S49年11月～現在 農業従事 白ネギ

H7年4月～現在

倉吉市役所勤務

社会医療法人仁厚会勤務

国光土地改良区理事

行政書士
経営ｺﾝｻﾙ
ﾀﾝﾄ

中立委員 非該当 鳥取県行政書士会
会長　中嶋健雄

○被推薦者は、地方銀行勤務を経
て、30年ほど商工事業者への経営指
導に携わり、その支援内容は創業支
援はじめ、融資斡旋、税務記帳指導、
労働指導等オールマイティ、経営支援
の専門家である。その一環で個体の
農家の経営共同体である農業法人な
りを支援し経営指導した実績がある。
○農業委員会は、農地等の権利移動
の許可や農地転用許可に関する意見
具申等を行っている。その公平・公正
な判断が強く求められる組織であるこ
とから、農業分野以外の者の意見を
反映させることが必要であり、農業の
継続性の担保、事業の承継も含め
て、農業全体を支えることができる唯
一の士業が行政書士である。
○被推薦者は、
・事務局への提言、農業会議との調
整、企画立案、相談業務、農業委員
会の運営へ助言・提言できる
・農業従事者の高齢化にともなう相続
対策と農地利用促進の提言できる
・農業法人の経営・雇用問題・労災な
どへの提言できる
・法務省出入国管理庁届済み行政書
士であり、今後増えると予想される外
国人労働者の雇用に関しても農家の
方に助言できる
行政書士として培った農地法や関係
法令の知識を活かし、法律家としての
視点から提言を行えると思う。

○上記のとおり、被推薦者はいわゆ
る事業経営支援のプロであり、この
度、今後必要とされる多様な農業経
営相談、予想される外国人雇用相談
などに対応できる者として推薦する。
また、実家が水稲田20反ほど耕作す
る大規模農家で、育苗、田植え稲刈り
など一連の米作に深く関わった経緯、
経験がある。

無

農業兼
会社員

非該当 横田農事組合
組合長　亀井　一昭

倉吉の農業どころ社地区に於て、行
政にも詳しく、公民館活動でもリー
ダーシップを発揮されている。

有



6 推薦 やました　けんいち 男 63 農業 H27年4月～現在 大鴨土地改良区理事 200a

山下　賢一 H29年3月 公益財団法人鳥取県建設技術ｾﾝﾀｰ退職 水稲

H29年4月～ 農業に従事 露地野菜

H29年7月～ 倉吉市農地利用最適化推進委員 施設野菜

令和元年6月～ 農事組合法人おがも　理事

7 応募 ふじい　ゆみこ 女 69 農業 S48年4月～S53年3月 本内家具(株)勤務 3,640a

藤井　由美子 S53年4月～現在 農業に従事 水稲

(H6年5月～真栄農産） キャベツ

H17年2月～現在 指導農業士 白ネギ

H20年7月～現在 倉吉市農業委員 苺

花

8 推薦 たかみ　みゆき 男 64 農業 S52年4月～H28年3月 鳥取県園芸試験場勤務 160a

髙見　美幸 H28年4月～現在 農業に従事 水稲

H29年8月～現在 農地利用最適化推進委員 ブドウ

大豆

9 応募 やまわき　まさる 男 72 農業 H10年～ (H28年～副組合長) 鳥取県農業共済組合 2,300a

山脇　優 H14年～ (H23年～会長) 農業委員 水稲

H14年～ (H25年～理事長) 久米土地改良区理事

10 推薦 かねのぶ　まさあき 男 73 農業 S42年1月～H19年3月 旧大栄・現北栄町役場勤務 33a

金信　正明 H19年4月～H20年3月 北栄町図書館勤務 水稲

H20年7月～現在 倉吉市農業委員

11 推薦 かわの　まさと 男 70 団体役員 H23年4月～H26年4月 鳥取中央農業協同組合　監事（非常勤） 100a

河野　正人 H26年4月～H29年4月 鳥取中央農業協同組合　理事（非常勤） 水稲

H29年4月～現在 鳥取中央農業協同組合　代表理事常務 露地野菜

梨

12 推薦 ふなこし　しょうご 男 63 団体職員 S54年4月～H10年1月 倉吉市農業協同組合 55a

船越　省吾 H10年2月～H19年5月 鳥取中央農業協同組合 水稲

H19年10月～H30年3月 鳥取県中部総合事務所 大豆

H18年3月～現在 上北条土地改良区総代

H29年6月～現在 北条水系土地改良区総代

H30年9月～現在 鳥取県農業農村担い手育成機構

非該当 小鴨農事組合長会
会長 河本 誠友

当該地区の土地改良区理事としての
実績もあり、農業委員としても最適な
人材であると考える。

無

非該当

無

該当 中江地区農地・水・環境保
全向上対策協議会
代表　岡本　広実

農業者の高齢化により農地減少等が
進む中、認定農業者として地区、地域
で積極的に取り組んでいる。農業委
員に推薦します。 無

該当

無

非該当 東志産業開発期成同盟会
会長　河野　俊久

高城東谷地区７集落の代表として、現
在農業委員４期目であり、活動実績も
ある。永年の自治体職員としての行
政経験と知識があり信頼に値する。
以上の観点から引き続き委員に推薦
する。

無

該当 東志産業開発期成同盟会
会長　河野　俊久

高城地区では現在農業委員は1名、
推進委員1名である。この人員では広
大な高城地区をカバーできない。農業
委員を1名増。認定農業者の要員も不
足している。認定農業者の委員として
推薦する。

無

非該当 小田農事組合
組合長　松本　朋宏

元JA職員で現在は鳥取県農業農村
担い手育成機構に勤務しておられ、
地区内だけでなく倉吉市の農業、農
地の事情にも精通しておられ、担い手
への農地集積や不耕作地の解消に
ついても取り組んでおられる。

無



13 応募 むろやま　えみ 女 48 会社役員 H21年11月～現在 （有）室山商店勤務 中立委員

室山　恵美 H29年7月～現在 倉吉市農業委員

14 応募 まつもと　さちお 男 71 農業 S47年3月～H20年3月 郵便局勤務 773a

松本　幸男 H20年4月～現在 農業に従事 水稲

H23年8月～現在 天神野土地改良区理事

H23年7月～現在 倉吉市農業委員

H29年4月～現在 倉吉市認定農業者の会　北谷支部長

15 応募 きぬがさ　けんいちろう 男 52 農業 H元年～現在 農業に従事 1,000a

衣笠　健一郎 H2年～現在 指導農業士 水稲

16 応募 やまだ　くにひろ 男 56 農業 H2年3月～現在 農業に従事 300a

山田　有宏 H30年7月～現在 天神野土地改良区理事 スイカ

キャベツ

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

17 応募 はらだ　あきひろ 男 64 農業 H18年～ 農業に従事 1,400a

原田　明宏 H21年～H26年 鳥取中央農業協同組合理事 水稲

H26年～ 農業委員 露地野菜

施設野菜

18 応募 よしむら　としあき 男 69 建設業 S51年～ 吉村産業設立 1,000a

吉村　年明 S51年～ 吉村興産設立 水稲

H19年～ 農業従事

H29年～ 倉吉市農業委員

19 応募 みた　としかず 男 70 農業 S48年7月～H22年3月 鳥取県勤務（農業関係部局） 30a

美田　俊一 H22年4月～現在 農業に従事　（津原ﾌｧｲﾔﾌﾗｲｽﾞ倶楽部　代表理事） 水稲

H23年7月～現在 倉吉市農業委員 大豆

非該当

無

該当

無

該当

無
和牛一貫
経営

該当

無

該当

無

該当

無

該当

無



20 応募 いかだつ　じゅんいち 男 73 農業 S40年4月～H12年 （有）富谷薬局勤務 80a

筏津　純一 H12年～現在 農業に従事 スイカ

H14年～ (H28年～理事長) 灘手土地改良区理事 キャベツ

H17年7月～H23年7月 倉吉市農業委員

H26年7月～現在 倉吉市農業委員

該当

無


