
様式第１号（第５条関係）

　 倉吉市長　様

１　推薦を受ける者

☑ 農業（兼業を含む）

□ 農業以外

（具体的に：　　　  　　　）

経歴

農業経営の
状況  ※

※ 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）に推薦する場合は、農業経営の状況、農業委員及び農
地利用最適化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。

耕作面積
　田（ ３００ ｱｰﾙ） 畑（ １０ ｱｰﾙ ）
　その他（　　　　 ｱｰﾙ）

認定農業者の認定を
受けているか否かの別

☑受けている
（　☑個人　□法人の役員等　）
□受けていない

農業委員及び農地利用最適化推進委員の両方に推薦
されているかの別（いずれかにチェック）　※

☑　両方に推薦
□　農業委員のみに推薦

　　年　　月～ 　年　　月

　　年　　月～ 　年　　月

営農類型
（該当するものにチェック）

複数可

☑水稲　□露地野菜　□施設野菜
□果樹　☑畜産　□その他（  　 　）

主な作目 水稲・和牛繁殖

ＪＡ○○生産部役員

令和＊年＊月～ 　　現　　在 △△土地改良区　理事

令和＊年＊月～ 　　現　　在 倉吉市　農業委員

住　　所

〒６８２－８６１１

　　倉吉市葵町７２２番地

電話番号 （０８５８）**－＊＊＊＊ 職業

令和5年4月1日

氏　　名 山陰　一郎 男・女 昭和30年5月5日生 (67歳）

卒業年月 学校・学部・学科名

期　　間 団体等名・役職名等

最終学歴
昭和　４９　年　３　月 県立○○高等学校　△△科卒

昭和＊年＊月～ 平成＊年＊月 (有)◎◎勤務

平成＊年＊月～ 　　現　　在 農業に従事

平成＊年＊月～ 平成＊年＊月

倉吉市農業委員会委員推薦書（個人推薦用）

ふりがな やまかげ　いちろう 性別 生年月日（年齢）

uchikawak
テキストボックス
【記入例】様式第１号の記入例です。

uchikawak
テキストボックス
農業委員



２　推薦をする者

私は、被推薦者（推薦を受ける者）を倉吉市農業委員会委員に推薦します。

氏名

（自署又は記名・押印）

３　被推薦者（推薦を受ける者）の同意

私は、下記事項について同意します。

・ この推薦書に記載された内容のとおり、倉吉市農業委員会委員に推薦を受ける

こと。

・ この推薦書に記載された内容について、農業委員会等に関する法律（昭和26年

法律第88号）の規定に基づき、倉吉市ホームページで公表すること。

氏名

（自署又は記名・押印）

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）推薦を受ける者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

令和5年4月1日
ᬌɰ͜ᦶ

推薦理由

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○。

令和5年4月1日
ΏΏɰɰɰ᳐גɰΗᦶ

住　　所

〒６８２－８６３３

　　倉吉市堺町２丁目２５３－１

電話番号 （０８５８）**－＊＊＊＊ 職業 団体職員

氏　　名 鳥取　二郎 男・女 昭和36年7月7日生 (61歳）

ふりがな とっとり　じろう 性別 生年月日（年齢）



様式第２号（第６条関係）

倉吉市農業委員会会長　様

１　推薦を受ける者

☑ 農業（兼業を含む）

□ 農業以外

（具体的に：　　　　　　）

農業委員及び農地利用最適化推進委員の両方に推薦
されているかの別（いずれかにチェック）　※

☑　両方に推薦
□　農地利用最適化推進委員のみに推薦

認定農業者の認定を
受けているか否かの別

☑受けている
（　☑個人　□法人の役員等　）
□受けていない

担当区域 希望する区域にチェック  □第1　□第2　□第3　☑第4　□第5

農業経営
の状況※

営農類型
（該当するものにチェック）

複数可

☑水稲　☑露地野菜　□施設野菜
☑果樹　□畜産　□その他（ 　　　 ）

主な作目 水稲・梨・白ネギ

耕作面積
　田（ ３００ ｱｰﾙ） 畑（ ２０ ｱｰﾙ ）
　その他（樹園地３０ ｱｰﾙ）

令和＊年＊月～ 令和＊年＊月 ××農事組合　組合長

令和＊年＊月～ 　　現　　在 倉吉市　農業委員

　　年　　月～ 　年　　月

平成＊年＊月～ 　　現　　在 農業に従事

平成＊年＊月～ 令和＊年＊月 △△土地改良区　理事

平成＊年＊月～ 　　現　　在 △△土地改良区　理事長

最終学歴
平成　２　年　３　月 □□大学農学部農林総合科学科　卒

平成＊年＊月～ 平成＊年＊月 (株)◎◎勤務

経歴

住　　所

〒６８２－８６１１

　　倉吉市葵町７２２番地

電話番号 （０８０）****－＊＊＊＊ 職業

氏　　名 倉吉　太郎 男・女 昭和45年12月3日生 (52歳）

卒業年月 学校・学部・学科名

期　　間 団体等名・役職名等

令和5年3月31日

倉吉市農地利用最適化推進委員推薦書（団体推薦用）

ふりがな くらよし　たろう 性別 生年月日（年齢）

uchikawak
テキストボックス
【記入例】様式第２号の記入例です。

uchikawak
テキストボックス
農地利用最適化推進委員



２　推薦をする団体

（あて先）倉吉市長

当団体は、被推薦者（推薦を受ける者）を倉吉市農地利用最適化推進委員に推薦します。

団体等名称

代表者職氏名

（自署又は記名・押印）

３　被推薦者（推薦を受ける者）の同意

私は、下記事項について同意します。

・ この推薦書に記載された内容のとおり、倉吉市農地利用最適化推進委員に推薦

を受けること。

・ この推薦書に記載された内容について、農業委員会等に関する法律（昭和26年

法律第88号）の規定に基づき、倉吉市ホームページで公表すること。

氏名

（自署又は記名・押印）

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）推薦を受ける者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

（３）推薦をする団体（法人含む）の定款又は規約等（構成員の資格その他当該法人又は団体の性格を

明らかにする書類）

○○○○○。

令和5年3月31日
ɥɥɥᎲװɰᎲװ
ΏΏɰɰɰ᳐גɰΗᦶ

令和5年3月31日
кױɰݺᦶ

推薦理由

団体等
の目的 水稲の共同生産、機械の共同利用

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○。

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

団体所在地

〒６８２－８６３３

　　倉吉市堺町２丁目２５３－１

代表者
役職名 組合長

代表者
氏名 鳥取　二郎

団体の名称 ○○○組合 構成員の人数 ３０　人



様式第３号（第６条関係）

　 倉吉市長　様

１　応募者

☑ 農業（兼業を含む）

□ 農業以外

（具体的に：　　 　　　　）

経歴

農業経営
の状況※

認定農業者の認定を
受けているか否かの別

□受けている
（　□個人　□法人の役員等　）
□受けていない

農業委員及び農地利用最適化推進委員の両方に
応募しているかの別（いずれかにチェック）
※

□　両方に応募
☑　農業委員のみに応募

※ 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）に応募する場合は、農業経営の状況、農業委員及び農
地利用最適化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。

営農類型
（該当するものにチェック）

複数可

☑水稲　☑露地野菜　☑施設野菜
□果樹　□畜産　□その他（ 　　　 ）

主な作目 水稲・すいか・キャベツ

耕作面積
　田（ ８０ ｱｰﾙ） 畑（ １００ ｱｰﾙ ）
　その他（　　　　 ｱｰﾙ）

令和＊年＊月～ 　　現　　在 倉吉市　農業委員

　　年　　月～ 　年　　月

　　年　　月～ 　年　　月

平成＊年＊月～ 　　現　　在 農業に従事

平成＊年＊月～ 　　現　　在 ＪＡ○○生産部

令和＊年＊月～ 　　現　　在 △△土地改良区　理事

最終学歴
昭和　５４　年　３　月 □□大学　農学部　農学科卒

平成＊年＊月～ 平成＊年＊月 (有)◎◎勤務

住　　所

〒６８２－８６１１

　　倉吉市葵町７２２番地

電話番号 （０９０）****－＊＊＊＊ 職業

氏　　名 田中　梨花 男・女 昭和35年1月1日生 (63歳）

卒業年月 学校・学部・学科名

期　　間 団体等名・役職名等

令和5年4月10日

倉吉市農業委員会委員応募申込書

ふりがな 　たなか　りか 性別 生年月日（年齢）

uchikawak
テキストボックス
【記入例】様式第３号の記入例です。

uchikawak
テキストボックス
農業委員



２　応募理由

３　応募者の同意

私は、下記事項について同意します。

・ 倉吉市農業委員会委員に応募すること。

・ この応募申込書に記載された内容について、農業委員会等に関する法律（昭和

26年法律第88号）の規定に基づき、倉吉市ホームページで公表すること。

氏名

（自署又は記名・押印）

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）応募する者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

○○○○○。

令和5年4月10日
ᄈͳɰഴᕳ

応募の動機
及び理由

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○。

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○




