
倉吉市農業委員・倉吉市農地利用最適化推進委員

募集のご案内

募集期間

令和２年３月 16日（月）から４月 15日（水）まで 必着

※所定の様式に必要事項を記入し、募集期間内（土・日・祝日を除く）の午前 8時 30 分から午後 5時

15 分までに、直接または郵送により、農業委員会事務局に提出してください。

なお、申込状況等によって、書類の提出期間は延長する場合があります。この場合、受付期間最終

日以降に倉吉市ホームページによりお知らせします。

募集人数

※農業委員と農地利用最適化推進委員の両方に応募または推薦することができますが、兼務すること
はできません。

任期

身分及び報酬額

倉吉市の特別職の非常勤職員

※活動実績に応じた加算額を支給することがあります。

業務内容

・農地の権利移動、転用の許可等の審議及び決定並びにこれらに関連する現地調査

※農地利用最適化推進委員については、決定ではなく助言を行うものとする。

・農地利用の最適化の推進（担い手への農地集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進）

・農家からの相談対応及び農家への助言・指導

農 業 委 員 農地利用最適化推進委員（担当区域ごとに募集）

１９人 第１（上北条・上井・西郷・倉吉）  ２人 

第２（灘手・社）  ２人 

第３（北谷・高城）  ２人 

第４（小鴨・上小鴨）  ２人 

第５（関金）  １人 

農 業 委 員 農地利用最適化推進委員

令和２年７月 20日～令和５年７月 19日 農業委員会が委嘱する日～令和５年７月 19 日

農 業 委 員 農地利用最適化推進委員

月額 30,000 円 (会長 57,000 円 会長職務代理 33,000 円) 月額 30,000 円

倉吉市農業委員会事務局 (市役所第 2庁舎 3 階)

〒682-8633 倉吉市堺町 2丁目 253-1 ℡(0858)22-8171

※ 法令により、認定農業者が農業委員の過半を占

めること、農業委員会の所掌に属する事項に関し利

害関係を有しない者（中立委員）を１人以上含めるこ

と、年齢、性別等に著しい偏りが生じないように配慮

しなければならないこと等の規定があります。
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応募資格

ただし、次のいずれかに該当する方は、農業委員・農地利用最適化推進委員となることができません。

（１）破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方

（２）禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの方

推薦・応募の方法

（１）所定の様式に必要事項を記入・押印のうえ、（２）の必要書類を添えて、郵送又は

持参により、倉吉市農業委員会事務局に提出ください。

（２）必要書類

【全員必須】

・推薦を受ける方又は募集に応募する方の住民票（提出日の 3ヶ月以内に発行されたものに限る。）

【法人又は団体が推薦をする場合】

・定款又は規約等の当該法人又は団体の性質を明らかにする書類

【推薦を受ける方又は募集に応募する方が認定農業者の場合】

・認定農業者であることを証する書類 ※農業委員のみ

選考方法

倉吉市農業委員候補者評価委員会及び倉吉市農地利用最適化推進委員候補者評価委員会で、

提出された書類をもとに選考を行い、書類審査を通過した方を対象に面接を行います。面接

は、令和２年４月下旬から５月中旬の平日の日中を予定しています。

情報の公表

推薦・応募に関する情報は、提出された書類をもとに、住所、生年月日、電話番号を除き、

募集期間の中間と終了後に、倉吉市のホームページで公表します。

区分 農 業 委 員 農地利用最適化推進委員

個人推薦の場合 様式第１号 （P7～8） 様式第１号 （P13～14）

団体推薦の場合 様式第２号 （P9～10） 様式第２号 （P15～16）

自ら応募する場合 様式第３号 （P11） 様式第３号 （P17）

農 業 委 員 農地利用最適化推進委員

農業に関する識見を有し、農地等の利用の

最適化の推進に関する事項その他の農業委

員会の所掌に属する事項に関し、その職務

を適切に行うことができる方。

農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見

を有する方。
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様式第２号（第５条関係）

倉吉市長　　　様

◎ 推薦を受ける者

ふりがな くらよし　たろう

氏　名 倉吉　太郎 　印

住　所 倉吉市○○町△△番地 電話番号 性別 男・女

職　業 農業

昭和**年**月～平成**年**月　　 （株）○○○○勤務

平成**年**月～現在　　  農業に従事

平成**年**月～現在　　  ○○土地改良区理事

平成**年**月～現在　　  倉吉市農業委員

　☑水稲　□露地野菜　□施設野菜　☑果樹

　☑その他（　大豆　　　　　）　

　主な作目　（　梨、水稲、大豆　　　　　）

　令和　２年　３月２０日

倉吉市農業委員会委員推薦書（団体推薦用）

自宅 0858-22-****

携帯 090-****-****

耕作面積 　　　　５００　　　アール　

本人 受けている・受けていない

受けている・受けていない

（法人名　　 　　　　　　役職等名称　　 　　　）

　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○　　　

　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○　　　

※農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない委員（中立委員）に応募の場合は、農
業経営の状況、農業委員及び推進委員の両方に推薦されているかの別の欄は、記入する必要はあり
ません。

生年月日 昭和３２年１２月　５日生　（満６２歳）

経　　歴
（職歴）

該当するものに☑を
し、(　)内に具体的な
作目を記入してくださ
い。(複数選択可)

認定農業者の認定を受
けているか否かの別
（いずれかに○） 所属する法人

農業委員及び推進委員の両方に
推薦されているかの別
（いずれかに○）

両方に推薦　・　農業委員のみに推薦

農業経営の状況 

倉吉市の農業の
課題と農業委員
に就任した場合
の抱負
（200字程度）

※推薦を受ける
者が記入
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【記入例】様式第２号の記入例です。様式第１号、様式第３号の記入もこの例を参考にしてください。��
農業委員��



◎ 推薦をする者

団体名 ２０人

 代表者の役職
 氏名

　印 生年月日

主たる事務所の
所在地

倉吉市○○町△△番地 電話番号

団体の目的
（業務内容等）

推薦する理由

添付書類 １ 推薦を受ける者の住民票（発行後３か月以内のもの）

２

３

○○○○組合 構成員の人数

代表理事 

      ○○ ○○
　昭和２９年１１月　１日生　（満６５歳）

0858-22-****

水稲の共同生産

　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

推薦を受ける者が認定農業者である場合又は所属する法人が認定農業者
である場合は、認定農業者であることを証する書類

法人又は団体が推薦をする場合は、定款又は規約等の当該法人又は団体
の性質を明らかにする書類
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様式第２号（第６条関係）

倉吉市農業委員会会長　　様

◎　推薦を受ける者

ふりがな うつぶき　いちろう

氏　名 　印

住　所 倉吉市○○町△△番地 電話番号 性別 男・女

職　業 農業

昭和**年**月～平成**年**月　　（株）○○○○勤務

平成**年**月～現在　　  農業に従事

平成**年**月～現在　　  ○○土地改良区理事

　☑水稲　☑露地野菜　□施設野菜　□果樹

　□その他（　　　　　　　　）　

　主な作目　（　水稲、白ネギ　　　　　）

担当区域

　令和　２年　３月２０日

倉吉市農地利用最適化推進委員推薦書（団体推薦用）

打吹　一郎

自宅 0858-22-****

携帯 090-****-****

耕作面積 　　　　２００　　　アール　

本人 受けている・受けていない

受けている・受けていない

（法人名　　 　　　　　　役職等名称　　 　　　）

　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○　　　

　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○　　　

希望する担当区域に☑
をしてください。

☑第1　　□第2　　□第3　　□第4　　□第5

生年月日 昭和３２年３月２０日生　（満６３歳）

経　　歴
（職歴）

該当するものに☑を
し、(　)内に具体的な
作目を記入してくださ
い。(複数選択可)

認定農業者の認定を受
けているか否かの別
（いずれかに○） 所属する法人

農業委員及び推進委員の両方に推薦さ
れているかの別
（いずれかに○）

両方に推薦　・　推進委員のみに推薦

農業経営の状況 

倉吉市の農業の
課題と推進委員
に就任した場合
の抱負
（200字程度）

※推薦を受ける
者が記入
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【記入例】様式第２号の記入例です。様式第１号、様式第３号の記入もこの例を参考にしてください。��
推進委員��



◎　推薦をする者

団体名 ２０人

 代表者の役職
 氏名

　印 生年月日

主たる事務所の
所在地

倉吉市○○町△△番地 電話番号

団体の目的
（業務内容等）

推薦する理由

添付書類 １ 推薦を受ける者の住民票（発行後３か月以内のもの）

２

３

○○○○組合 構成員の人数

代表理事 

      ○○ ○○
　昭和２９年 ４月１０日生　（満６５歳）

0858-22-****

水稲の共同生産

　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

推薦を受ける者が認定農業者である場合又は所属する法人が認定農業者で
ある場合は、認定農業者であることを証する書類

法人又は団体が推薦をする場合は、定款又は規約等の当該法人又は団体の
性質を明らかにする書類
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様式第１号（第５条関係）

倉吉市長　　　様

◎ 推薦を受ける者

ふりがな

氏　名 　印

住　所 電話番号
自宅　
携帯　

性別 男・女

職　業

　□水稲　□露地野菜　□施設野菜　□果樹

　□その他（　　　　　　　　）　

　主な作目　（　　　　　　　　　　　　）

　　令和　　年　　月　　日

倉吉市農業委員会委員推薦書（個人推薦用）

耕作面積 　　　　　　　　　　アール　

本人 受けている・受けていない

受けている・受けていない

（法人名　　 　　　　　　役職等名称　　 　　　）

※農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない委員（中立委員）に応募の場合は、農
業経営の状況、農業委員及び推進委員の両方に推薦されているかの別の欄は、記入する必要はあり
ません。

生年月日 　　　　年　　月　　日生　（満　　歳）

経　　歴
（職歴）

該当するものに☑を
し、(　)内に具体的な
作目を記入してくださ
い。(複数選択可)

認定農業者の認定を受
けているか否かの別
（いずれかに○） 所属する法人

農業委員及び推進委員の両方に
推薦されているかの別
（いずれかに○）

両方に推薦　・　農業委員のみに推薦

農業経営の状況 

倉吉市の農業の
課題と農業委員
に就任した場合
の抱負
（200字程度）

※推薦を受ける
者が記入
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農業委員��



◎ 推薦をする者

氏　名 　印 生年月日

住　所 電話番号 性別 男・女

職　業

推薦する理由

氏　名 　印 生年月日

住　所 電話番号 性別 男・女

職　業

推薦する理由

氏　名 　印 生年月日

住　所 電話番号 性別 男・女

職　業

推薦する理由

添付書類 １ 推薦を受ける者の住民票（発行後３か月以内のもの）

２

　　　　年　　月　　日生　（満　　　歳）

　　　　年　　月　　日生　（満　　　歳）

　　　　年　　月　　日生　（満　　　歳）

推薦を受ける者が認定農業者である場合又は所属する法人が認定農業者
である場合は、認定農業者であることを証する書類
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様式第２号（第５条関係）

倉吉市長　　　様

◎ 推薦を受ける者

ふりがな

氏　名 　印

住　所 電話番号
自宅　
携帯　

性別 男・女

職　業

　□水稲　□露地野菜　□施設野菜　□果樹

　□その他（　　　　　　　　）　

　主な作目　（　　　　　　　　　　　　）

　　令和　　年　　月　　日

倉吉市農業委員会委員推薦書（団体推薦用）

耕作面積 　　　　　　　　　　アール　

本人 受けている・受けていない

受けている・受けていない

（法人名　　 　　　　　　役職等名称　　 　　　）

※農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない委員（中立委員）に応募の場合は、農
業経営の状況、農業委員及び推進委員の両方に推薦されているかの別の欄は、記入する必要はあり
ません。

生年月日 　　　　年　　月　　日生　（満　　歳）

経　　歴
（職歴）

該当するものに☑を
し、(　)内に具体的な
作目を記入してくださ
い。(複数選択可)

認定農業者の認定を受
けているか否かの別
（いずれかに○） 所属する法人

農業委員及び推進委員の両方に
推薦されているかの別
（いずれかに○）

両方に推薦　・　農業委員のみに推薦

農業経営の状況 

倉吉市の農業の
課題と農業委員
に就任した場合
の抱負
（200字程度）

※推薦を受ける
者が記入
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農業委員��



◎ 推薦をする者

団体名

 代表者の役職
 氏名

　印 生年月日

主たる事務所の
所在地

電話番号

団体の目的
（業務内容等）

推薦する理由

添付書類 １ 推薦を受ける者の住民票（発行後３か月以内のもの）

２

３

構成員の人数

　　　　年　　月　　日生　（満　　　歳）

推薦を受ける者が認定農業者である場合又は所属する法人が認定農業者
である場合は、認定農業者であることを証する書類

法人又は団体が推薦をする場合は、定款又は規約等の当該法人又は団体
の性質を明らかにする書類
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様式第３号（第６条関係）

倉吉市長　　　様

ふりがな

氏　名 　印

住　所 電話番号
自宅　
携帯　

性別 男・女

職　業

　□水稲　□露地野菜　□施設野菜　□果樹

　□その他（　　　　　　　　）　

　主な作目　（　　　　　　　　　　　　）

添付書類 １ 応募する者の住民票（発行後３か月以内のもの）

２

　　令和　　年　　月　　日

倉吉市農業委員会委員応募書

耕作面積 　　　　　　　　　　アール　

本人 受けている・受けていない

受けている・受けていない

（法人名　　 　　　　　　役職等名称　　 　　　）

※農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない委員（中立委員）に応募の場合は、農
業経営の状況、農業委員及び推進委員の両方に応募しているかの別の欄は、記入する必要はありま
せん。

応募する者が認定農業者である場合又は所属する法人が認定農業者であ
る場合は、認定農業者であることを証する書類

生年月日 　　　　年　　月　　日生　（満　　歳）

経　　歴
（職歴）

該当するものに☑を
し、(　)内に具体的な
作目を記入してくださ
い。(複数選択可)

認定農業者の認定を受
けているか否かの別
（いずれかに○） 所属する法人

農業委員及び推進委員の両方に
応募しているかの別
（いずれかに○）

両方に応募　・　農業委員のみに応募

農業経営の状況 

倉吉市の農業の
課題と農業委員
に就任した場合
の抱負
（200字程度）
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様式第１号（第６条関係）

倉吉市農業委員会会長　　様

◎ 推薦を受ける者

ふりがな

氏　名 　印

住　所 電話番号
自宅　
携帯　

性別 男・女

職　業

　□水稲　□露地野菜　□施設野菜　□果樹

　□その他（　　　　　　　　）　

　主な作目　（　　　　　　　　　　　　）

担当区域

　　令和　　年　　月　　日

倉吉市農地利用最適化推進委員推薦書（個人推薦用）

耕作面積 　　　　　　　　　　アール　

本人 受けている・受けていない

受けている・受けていない

（法人名　　 　　　　　　役職等名称　　 　　　）

希望する担当区域に☑
をしてください。

□第1　　□第2　　□第3　　□第4　　□第5

生年月日 　　　　年　　月　　日生　（満　　　歳）

経　　歴
（職歴）

該当するものに☑を
し、(　)内に具体的な
作目を記入してくださ
い。(複数選択可)

認定農業者の認定を受
けているか否かの別
（いずれかに○） 所属する法人

農業委員及び推進委員の両方に推薦さ
れているかの別
（いずれかに○）

両方に推薦　・　推進委員のみに推薦

農業経営の状況 

倉吉市の農業の
課題と推進委員
に就任した場合
の抱負
（200字程度）

※推薦を受ける
者が記入
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◎ 推薦をする者

氏　名 　印 生年月日

住　所 電話番号 性別 男・女

職　業

推薦する理由

氏　名 　印 生年月日

住　所 電話番号 性別 男・女

職　業

推薦する理由

氏　名 　印 生年月日

住　所 電話番号 性別 男・女

職　業

推薦する理由

添付書類 １ 推薦を受ける者の住民票（発行後３か月以内のもの）

２

　　　　年　　月　　日生　（満　　　歳）

　　　　年　　月　　日生　（満　　　歳）

　　　　年　　月　　日生　（満　　　歳）

推薦を受ける者が認定農業者である場合又は所属する法人が認定農業者
である場合は、認定農業者であることを証する書類
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様式第２号（第６条関係）

倉吉市農業委員会会長　　様

◎ 推薦を受ける者

ふりがな

氏　名 　印

住　所 電話番号
自宅　
携帯　

性別 男・女

職　業

　□水稲　□露地野菜　□施設野菜　□果樹

　□その他（　　　　　　　　）　

　主な作目　（　　　　　　　　　　　　）

担当区域

　　令和　　年　　月　　日

倉吉市農地利用最適化推進委員推薦書（団体推薦用）

耕作面積 　　　　　　　　　　アール　

本人 受けている・受けていない

受けている・受けていない

（法人名　　 　　　　　　役職等名称　　 　　　）

希望する担当区域に☑
をしてください。

□第1　　□第2　　□第3　　□第4　　□第5

生年月日 　　　　年　　月　　日生　（満　　　歳）

経　　歴
（職歴）

該当するものに☑を
し、(　)内に具体的な
作目を記入してくださ
い。(複数選択可)

認定農業者の認定を受
けているか否かの別
（いずれかに○） 所属する法人

農業委員及び推進委員の両方に推薦さ
れているかの別
（いずれかに○）

両方に推薦　・　推進委員のみに推薦

農業経営の状況 

倉吉市の農業の
課題と推進委員
に就任した場合
の抱負
（200字程度）

※推薦を受ける
者が記入
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◎ 推薦をする者

団体名

 代表者の役職
 氏名

　印 生年月日

主たる事務所の
所在地

電話番号

団体の目的
（業務内容等）

推薦する理由

添付書類 １ 推薦を受ける者の住民票（発行後３か月以内のもの）

２

３

構成員の人数

　　　　年　　月　　日生　（満　　　歳）

推薦を受ける者が認定農業者である場合又は所属する法人が認定農業者
である場合は、認定農業者であることを証する書類

法人又は団体が推薦をする場合は、定款又は規約等の当該法人又は団体
の性質を明らかにする書類
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様式第３号（第７条関係）

倉吉市農業委員会会長　　様

ふりがな

氏　名 　印

住　所 電話番号
自宅　
携帯　

性別 男・女

職　業

　□水稲　□露地野菜　□施設野菜　□果樹

　□その他（　　　　　　　　）　

　主な作目　（　　　　　　　　　　　　）

担当区域

添付書類 １ 応募する者の住民票（発行後３か月以内のもの）

２

　　令和　　年　　月　　日

倉吉市農地利用最適化推進委員応募書

耕作面積 　　　　　　　　　　アール　

本人 受けている・受けていない

受けている・受けていない

（法人名　　 　　　　　　役職等名称　　 　　　）

希望する担当区域に☑
をしてください。

□第1　　□第2　　□第3　　□第4　　□第5

応募する者が認定農業者である場合又は所属する法人が認定農業者であ
る場合は、認定農業者であることを証する書類

生年月日 　　　　年　　月　　日生　（満　　　歳）

経　　歴
（職歴）

該当するものに☑を
し、(　)内に具体的な
作目を記入してくださ
い。(複数選択可)

認定農業者の認定を受
けているか否かの別
（いずれかに○） 所属する法人

農業委員及び推進委員の両方に応募し
ているかの別
（いずれかに○）

両方に応募　・　推進委員のみに応募

農業経営の状況 

倉吉市の農業の
課題と推進委員
に就任した場合
の抱負
（200字程度）
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