
期間等 職名・役職名等 営農類型 耕作面積等

H24.4～ 陸農会　会長

H20.6～H26.6 JAあいおい非常勤理事

H24.4～ 赤相農業共済事務組合共済連絡員・
損害評価員

H20.7～ はりま西森林組合　総代

H29.4～ 相生市地域農業再生協議会相生地
区代表農会長

H24.4～ 陸天神社　宮総代

35年間 相生市立中学校勤務

H22～H29 保護司

H26～H27 若狭野町連合自治会副会長

H26～ 相生市農業委員

H24～H28 相生市公立小学校長

H23～H28 福井営農　役員

H31～ 若狭野町福井自治会長

H31～ 福井環境保全会会長

S46.4～H21.3 相生市役所勤務

H21.4～H26.3 相生市西部公民館勤務

H28.4～ 瓜生地区農会長

H28.4～ 瓜生自治会長

H31.4～ 矢野町連合自治会長

被推薦者（推薦を受ける者） 推薦者

経歴 農業経営の状況

相生市農業委員会委員候補者（団体推薦）の状況

受付
番号 氏名 性別 年齢 職業

認定農業者等
の状況

名称
代表者又は管理
人の氏名

法人又は団体の組織の
目的

構成員の数
（人）

構成員たる資格その他の当該推
薦をする者の性格を明らかにす
る事項

推薦理由
農地利用最適化推
進委員への推薦

H29～
相生市立公民館長・相生市立多目的
研修センター　所長

1 宮本　晃男 男 76 無職 無し 無し 非該当 陸農会 米田　末雄

①陸地区内の農地及び
農業施設の保全管理
②会員相互扶助及び親
睦等をはかる。

78

陸地区に居住し、農地
を所有している人、耕作
している人、又は農業に
寄与してきた人を以て
構成する。

平成２１年より陸農会の役員（班
長）を３年経験し、平成２４年より農
会長に就いているため、地域の農
家事情に精通しており、人望も厚く
農業委員に適任であると考えるた
め推薦します。

推薦していない

2 川田　文規 男 71 農業
水稲
黒大豆

129a 非該当
上松自治
会

宇久　始

会員相互の連携と親睦
を図り、地区内外との交
流を深め、良好な地域社
会の維持及び形成に資
する地域的な共同活動
を行うことを目的とする。
同時に、共同的な農業
活動を円滑に行うことも
目的とする。

57

上松地域に住所を有す
る者及び他地区に住所
を有する者のうち、上松
自治会に入会を希望す
る者を構成員とし、その
性格については規約に
あるとおりである。

現在農業委員をされており、その
活動に対する経験も豊富です。
農業に対しても精力的に展開さ
れ、地域住民からの人望も厚く、農
業に関する知識も豊富で地域農家
情報に精通していることから、農業
委員に適任であると考え推薦しま
す。

推薦していない

3 米澤　隆行 男 63

若狭
野多
目的
研修
セン
ター
所長

なす
きゅうり
きゃべつ
いちご
白菜
大根
ネギ
玉ネギ
にんにく等

3a
認定農業者に
準ずる者

雨内自治
会

内藤　明

その区域の住民相互の
連絡、環境の整備、集会
施設の維持管理等良好
な地域社会の維持及び
形成に資する地域的な
活動を行うことを目的と
する。

140

若狭野町雨内の全域及
び野々、若狭野の一部
に住所を有する者をもっ
て構成する。

現在福井自治会長を務め、地域の
事情に精通しております。そういっ
たことから、地域からの人望も厚い
ため、農業委員にふさわしく十分に
活動していただけると思いますので
推薦いたします。

推薦していない

4 前田　壽 男 70 農業
水稲
野菜

33a 非該当 上自治会 山西　貢
親睦と結束を図り地域の
活性化と地域振興を目
的とする。

116

矢野町上に居住する
者。もしくは、地区内の
土地を所有する者。また
は、その他権利を有す
る者。

現在農会長や自治会長などを経
験していることから地域の事情に精
通しており、地域からの人望も厚い
ため農業委員にふさわしく十分に
活動していただけるものと思いま
す。

推薦していない



期間等 職名・役職名等 営農類型 耕作面積等

被推薦者（推薦を受ける者） 推薦者

経歴 農業経営の状況

相生市農業委員会委員候補者（団体推薦）の状況

受付
番号 氏名 性別 年齢 職業

認定農業者等
の状況

名称
代表者又は管理
人の氏名

法人又は団体の組織の
目的

構成員の数
（人）

構成員たる資格その他の当該推
薦をする者の性格を明らかにす
る事項

推薦理由
農地利用最適化推
進委員への推薦

H24.4～H26.3 釜出自治会役員

H27.4～ 釜出自治会長

S47.4～H26.3 姫路市役所　職員

H26.4～H31.3 姫路市役所　再任用職員

H31.4～R2.3 姫路市役所　臨時職員

H25.3.31 相生市消防本部　退職

H31.4.1～ 下土井農会長

S45～H27 IHI発電プラント設計

現在 JAあいおい稲作受託部会所属

H26.7.7～（3年
間）

相生市農業委員会委員

5 古幸　新也 男 64 農業
水稲
野菜

26a 非該当
中野自治
会

頼實　芳文
親睦を図り、地域の活性
化と地域振興を目的とす
る。

22
この会の目的に賛同し
た者。

自治会長などを経験していることか
ら地域の事情に精通しております。
地域からの人望も厚いため農業委
員に推薦いたします。

推薦していない

6 村尾　利之 男 66
地方
公務
員

水稲 51a 非該当 真広自治
会

濱本　秀人

会員相互の連絡を図り、
会員に共通する諸問題
の処理等が円滑に運ば
れることを目的とする。

42

この会は真広集落に居
住し、かつ協議費を拠
出するものを会員とす
る。

現在、自治会長や農会長に就いて
いることから、地域の事情に精通し
ております。そういったことから地域
からの人望も厚いため農業委員に
ふさわしく十分に活動していただけ
ると思いますので推薦いたします。

推薦していない

7 山本　渉 男 67 農業
米

飼料用作
物

65a 非該当
八洞自治
会

池田　勲

互助の精神で会員相互
の親睦を図り、良好な地
域社会の発展に努めるこ
とを目的とする。

51
八洞地区内に居住する
世帯主又はこれに準ず
る物

過去に農業委員であったため、農
業委員会活動に対する経験も十分
豊富です。農業に対しても精力的
に従事され、地域の農業者からの
人望も厚く、農業に関する識見も
十分有しており、地域農家情報に
精通しています。以上のことより、
農業委員会委員として十分に活躍
していただけると思い推薦します。

推薦していない

8 三木　謙一 男 68 農業 野菜等 16.3a 非該当
那波野農
会

岩谷　史朗
農産物の供給等国民経
済の発展と国民生活の
安定に寄与する。

55

会員は、那波野地区に
居住し、農地を所有して
いる人。又は、耕作して
いる人を以て組織する。

現在那波野農会役員をされてお
り、その活動の経験もある。また、
JAあいおい営農のメンバーでもあ
ることから農業に関する識見も有し
ておられます。以上のことより農業
委員としてふさわしいと思いますの
で、推薦いたします。

推薦していない


