
農地利用最適化推進委員応募状況一覧（自ら応募）

営農類型
耕作面積
（ａ）

H20. 4～H21. 3鳥取県農林水産部次長
H20.11～H23. 3鳥取県市場開拓局長
H23. 4～H25. 3鳥取県議会事務局長(定年退職)
H25. 4～現在　農業 （兼業から専業へ）
H21. 4～現在 猪子の美しい農地・水をみんなで守ろう会役員

H27. 6～現在 鳥取県物産協会監事
（農産加工品等の物産展）

H10. 2～H19. 2あおやサイエンス㈱勤務

H20. 4～H25. 3鳥取市立小鷲河地区公民館勤務

H25. 4～H31. 3鳥取市立小鷲河地区公民館長

H15頃 ～現在 他人に委託していた自己所有地の耕作に従事

S46. 3～H19. 3鳥取中央郵便局・倉吉郵便局
H19. 4～現在 農業
H29. 7～現在 鳥取市農地利用最適化推進委員

H24. 4～現在 農場　開業

H29. 7～現在 鳥取市農地利用最適化推進委員

(佐治1・2区)

H23. 7～現在 鳥取市農業委員

H26. 7～現在 同上

H29. 7～現在 鳥取市農地利用最適化推進委員

H12. 4～現在 内海土地改良区 組合長 露地野菜
H14. 1～H21.12アグリ因幡の白兎 理事長 小玉スイカ
H29. 7～現在 鳥取市農地利用最適化推進委員 ブロッコリー
H29. 7～現在 鳥取市農地利用最適化推進委員 水稲

大豆
H 6. 4～現在 農業（兼業） 水稲
H23. 5～ 専業農家 露地野菜

S45. 4～H21. 3鳥取三洋電機㈱・ｴﾌﾟｿﾝｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞﾃﾞﾊﾞｲｽ㈱ 水稲
H21. 7～H25. 3鳥取公共職業安定所

H25. 4～現在　専業農家

H29. 7～現在 鳥取市農業委員会委員

S44.10～H23. 鳥取三洋電機㈱ 水稲
S44. 4～現在 稲作農業

　　～H27. 3全国農業協同組合連合会鳥取県本部 水稲

H29. 7～現在 鳥取市農地利用最適化推進委員 露地野菜(ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ,ｽﾄｯ
ｸ)

花き
H29. 7～現在 鳥取市農地利用最適化推進委員 水稲

露地野菜
施設野菜

H29. 7～現在 鳥取市農地利用最適化推進委員 水稲

H16.  ～現在 親から水稲生産を引き継ぐ 水稲
H29. 4～現在 鳥取市農地利用最適化推進委員 露地野菜

H20、4～現在 佐藤農園　開業 水稲
H29. 7～現在 鳥取市農地利用最適化推進委員 露地野菜

施設野菜

15 佐藤
さとう

　徳太郎
とくたろう

男 72 農業 150 高草 無

私は鳥取市内で農園を開園し、水稲・野菜等の栽培を精力的に展開している。また、農業委員会活動を通じ
て地域の農業や農家情報に精通し、担い手への農地集積や耕作放棄地の防止解消等、農地の利用に関する最
適化等、農業委員会業務に貢献できると考えるため応募する。

14 民谷
たみや

　富男
とみお

男 71 農業 70 高草 無

私は鳥取市の坂野水稲生産組合の代表を務めると合わせて鳥取市農地利用最適化推進委員として平成29年７
月から活動をしています。農業委員会活動を通じて農地集積や耕作放棄地の削減、新規就農者支援など農地
の利用に関する最適化等、農業委員会業務に貢献したく応募します。

13 山里
やまざと

　富久
とみひさ

男 77 農業 200.7 福部 無

私は鳥取市内で農業を開園し、農業委員会活動を通じて地域の農業や農家情報に精通し農業委員会業務に大
きく貢献できると考える為応募しました。

湖南 有

農家の高齢化、後継者不足等で放棄地、未耕作地が急速に進んでいるなかで集落・地区の現状把握、地図化
を行うと共にますます不足する農業の担い手の掘り起こし・育成に取り組みたいと思い応募しました。

12 浜辺
はまべ

　信康
のぶやす

男 72 農業 50 気高 無

農業委員会活動を通じて担い手等の集積、遊休農地の解消等、農業委員会業務に貢献できると思い応募す
る。

105.26 国府 無

私は農業団体勤務を経験し、また農地利用最適化推進委員を１期経験することにより、担い手へ農地集積や
耕作放棄地の解消等農業委員会業務に大きく貢献できると考え応募する。

11 福田
ふくた

　惠
めぐみ

男 65 農業

101.64 高草 無

遊休農地発生防止のための保全管理、農道・水路等近隣おうちの環境維持のため許認可団体の設立を発起。

10 竹内
たけうち

　七郎
しちろう

男 69 農業 92 邑美 有

農村に生まれ、育ち、農業に従事し、今も農業をして暮らしています。地域の環境に穏やかに調和する農業
になればいいなと思います。多様で複雑な時代の農地利用の最適化に貢献できると考え応募します。

8 宮本
みやもと

　計温
かずはる

男 72 農業

9
柳田
やなぎだ

　和廣
かずひろ

※5/25辞退
男 73 農業 82.7

7

4

5

2

6

私は認定農業者の息子とともに、白ネギを栽培している。190.6アールのうち78.7アールは、耕作を断念さ
れた所有者の依頼を受けて、鳥取県農業農村担い手機構の利用権設定された農地である。また、平成21年に
「猪子の美しい農地・水をみんなで守ろう会」を立ち上げ、農道・水路等の補修、耕作放棄地の発生防止等
に取り組んでいる。（平成21年～会計、28年～会長、令和1年～監事）さらに、トラクター等の燃料費低減
のため、免税軽油共同申請の事務手続きを行っている。

私は小規模農業者ですが、今後就農者の高齢化、担い手問題等、農業を取り巻く環境が厳しくなっており、
今後、耕作放棄地、遊休地等の増加が懸念されます。これまで農業委員会活動を通じて得た経験を耕作放棄
地防止・解消に貢献したい。

番号

1

3

小林
こばやし

　　洋
ひろし

男 69 農業 44

用瀬 無

せんだい 無有田
ありた

　　裕
ゆたか

男

山間地域の耕作放棄地解消と防止。人材育成。

応募す
る

区域

農業委員への
応募の有無

応募する理由

用瀬 無

湖東 無

私の所は、鳥取市で初めて、農地集積、大区画（１区画100アール）の圃場整備事業、そして３集落１農場
で営農を維持しています。長年の経歴を生かし、地域の農業、遊休農地の発生防止と解消、農地利用等、農
業委員会業務に貢献できると考え応募しました。

鹿野 無

高齢化と後継者不足で衰退するばかりの農業が少しでも発展する一助になればと思い、応募する。

応募担当地区において、耕作放棄地の発生が多々あり、この中で地域内打ち合わせにより担い手への農地集
積、耕作放棄地の防止・解消、農地の利用に関する最適化等、業務に貢献できると考え引き続き応募した。国府 無

佐治

私は、鳥取市内で農場を開業し、地域特産の野菜を精力的に展開している。また農地利用最適化推進委員３
年の活動を生かして地域の農業や農家情勢に精通し、担い手への農地集約や耕作放棄地の防止、解消等、農
地の利用に関する最適化等、農業委員会業務に大きく貢献できると考えるため応募する。

無

池本
いけもと

　和明
かずあき

男 67 農業 100

佐々木
ささき

 文仁
ふみひと

男 75 農業 20

51.7
水稲
露地野菜

露地野菜

水稲

小林
こばやし

　照美
てるみ

男 70 農業

山脇
やまわき

　　隆
たかし

男 70 農業 20

山下
やました

  増治
ますじ

男 64 農業 300

水稲
花き（ユリ）

水稲
白ネギ
サツマイモ

農業経営の状況
氏名 性別 年齢 職業 経歴（職歴）

67 農業 190.6



農地利用最適化推進委員応募状況一覧（自ら応募）

営農類型
耕作面積
（ａ）

番号
応募す

る
区域

農業委員への
応募の有無

応募する理由
農業経営の状況

氏名 性別 年齢 職業 経歴（職歴）

H25、3 鳥取市役所退職 水稲
H29、7～現在 鳥取市農地利用最適化推進委員

H25、9 ＪＡ鳥取いなば　定年退職 水稲
H29、7～現在 鳥取市農地利用最適化推進委員 露地野菜

施設野菜
H17～H25 大井手土地改良区理事 水稲
H21～H23 鳥取いなば農業協同組合理事

H29、5～現在 鳥取県農業共済組合理事

H29、7～現在 鳥取市農地利用最適化推進委員

R1、10～現在 鳥取県農業会議理事

H14、4～現在 田中農園　前任者（父）より引き継ぐ 水稲
H29、7～現在 鳥取市農地利用最適化推進委員 露地野菜

H26～現在 大井手土地改良区　理事 水稲
H27～現在 ＪＡ富桑支店　総代・実行組合長

H22、5～現在 014いちご農園　開業 施設野菜
H29、7～現在 鳥取市農地利用最適化推進委員

H24. 7～H30 鳥取市農業委員 水稲
H29、7～現在 鳥取市農地利用最適化推進委員 露地野菜

S35、 6～S41、陸上自衛隊 水稲
S41、10～S46、 日本重機建設

S46.  4～S61、自営業（大型ダンプ車）兼農業

H18、11～H23、鳥取市人権推進課　相談員（国府町麻生文化会館）兼農業

H23、10～現在 農業

H24、7～H27、4鳥取市農業委員 水稲
H29、7～現在 鳥取市農地利用最適化推進委員 露地野菜

H17、6～H19、12 サントリー株式会社健康科学研究所 露地野菜
 H20、4～H22、10 株式会社システナ入社　ソリューション営業本部 果樹

H20、4～H30、2 早稲田育成ゼミナール　塾講師として勤務 花き
H30、2～現在 自営業（プログラマー、オンライン家庭教師） 原木椎茸
H31、1～現在 猟師（有害鳥獣捕獲従事者、指定管理鳥獣捕獲事業）

H23、6～現在 水稲栽培　開始（専業） 水稲

S31、1～ 農業開業 水稲
H26、7～29、 鳥取市農業委員

H29、7～現在 鳥取市農地利用最適化推進委員

S55、4～H26、3鳥取東部農業共済組合　勤務 水稲
H26、4～現在 農業就農 露地野菜
H26、4～現在 鳥取いなば農業協同組合　理事

H30、4～現在 鳥取市立　日置谷地区公民館　館長

ＪＡ鳥取いなば　気高支店　支店長 水稲
鳥取花市場　代表取締役

ふるさと鹿野　農業部門取締役

鳥取市農地利用最適化推進委員

私は農園を開園し、地域農家の水稲栽培を精力的に展開している。また、ふるさと鹿野の農業部門に関係
し、地域の農業振興に関し、農地集積や耕作放棄地の防止、解消等、農地利用に関する最適化等、大きく貢
献できると考えるため応募する。310 鹿野 無農業70男29 谷口

たにぐち

　和人
かずと

28 津本
つもと

　和美
かずみ

男 63 農業 55 青谷 無

鳥取市青谷町で農業をやっています。これまでの経験で地域の農業の状況は理解していると思っています。
農業委員会活動を通じて、担い手等への支援や耕作放棄地の拡大を防ぎたいと思い応募しました。

24 霜田
しもだ

　英之
ひでゆき

男 66 農業 110 旧市 無

農業委員会活動を通じて地域の農業や農家情報に精通し、担い手への農地集積や耕作放棄地の防止、解消
等、農地の利用に関する最適化等、農業委員会業務に大きく貢献できると考える為に応募しました。

23 小林
こばやし

　徹
とおる

男 79 農業 160 国府 無

私は友人や高齢者の方からの依頼を受けて、荒廃防止等の管理を実施している。地域の現況を踏まえて農地
の有効利用、環境整備の推進は重要課題であると認識している。体験や情報収集が必要と考えて微力を尽く
すため応募する。

22 有本
ありもと

　知勝
ともかつ

男 73 農業 87 邑美 無

農業委員会活動を通じて地域の農業や農家情報に精通し、担い手への農地集積や耕作放棄地の防止、農地の
利用に関する最適化等農業委員会業務に大きく貢献できると考え応募。

21 大石
おおいし

　剛史
たけし

男 43 農業 40 青谷 無

私は鳥取市内でいちごを作っています。担い手の高齢化が進む中、農地荒廃の防止、新規就農者等の意欲あ
る者の農地利用の促進に寄与するために応募しました。

20 川島
かわしま

　忍
しのぶ

男 64 農業 35 旧市 無

農業従事者の高齢化、後継者不足、自然災害の多発など厳しい現在、農業の衰退を止める為にも、微力なが
らも地域農業の振興と活性化に貢献したいと思っています。まず、継続を。

19 田中
たなか

　豊美
とよみ

男 68 農業 42 佐治 無

私は佐治町内で水稲栽培の特別栽培米に取り組み、地区の仲間と収益性の高い経営に取り組んでいる。ま
た、農業委員会活動を通じて地域の農業や農家情報に精通し、耕作放棄地の防止・解消等、農地の利用に関
する最適化等農業委員会業務に貢献できると考えるため応募する。

18
上田
うえた

　寿一
としかず

※5/25辞退
男 73 農業 56 せんだい 有

私は農業委員会活動を通じて「人農地プラン」の中で担い手への農地集積、集約や耕作放棄地の防止、集落
営農等農地の利用推進に努めてまいります。

17 山本
やまもと

　良文
よしふみ

男 66 農業 100 国府 無

私はハウスメロンを中心に水稲・野菜等を栽培しております。また、ＪＡ勤務時代に集落営農（法人化）担
い手育成等の担当を経験しておりますので、地域農業（担い手育成・耕作放棄地防止等）に少しでも貢献が
出来ればと思い応募しました。

16 角田
つのだ

　完
たもつ

男 64 農業 100 気高 無

農業委員活動を通じて地域の農業に精通し、農地集積や耕作放棄地の防止等に貢献できると考えるため。

25 山本
やまもと

　暁子
あきこ

女 38 自営業 3 国府 無

鳥取市にＪターンしてから、３アール程の畑を耕し、様々な野菜や花を育ててきた。有害鳥獣の被害に遭う
ようになり、防護柵の設置や国府町内の有害鳥獣の捕獲等を行うようになった。また、様々な農家の人と話
すようになり、農業の大切さや耕作放棄地の活用などに興味を持つようになったため。

26 谷口
たにぐち

　広
ひろし

男 67 農業 55.7 旧市 無

私は、鳥取市滝山にて、水稲（きぬむすめ）栽培を行い、ＪＡへ出荷している。また、農業委員会活動を通
じて地域の農業及び農業者のニーズを把握し、農地集積、耕作放棄地の防止、解消等、農地利用に関する最
適化等、農業委員会業務に寄与できると思うため応募する。

27 藤本
ふじもと

　武夫
たけお

男 77 農業 85 気高 無

私は気高町で農業を開業し精力的に展開している。農業委員会活動を通じて地域の農業や農家情報に精通
し、担い手への農地集積や耕作放棄地の防止、解消、農地利用に関する適正化等に大きく貢献できると考え
るため応募する。



農地利用最適化推進委員応募状況一覧（自ら応募）

営農類型
耕作面積
（ａ）

番号
応募す

る
区域

農業委員への
応募の有無

応募する理由
農業経営の状況

氏名 性別 年齢 職業 経歴（職歴）

S52、4～現在 農業 水稲
H29、7～現在 鳥取市農地利用最適化推進委員 露地野菜

S49. 3～ 鳥取三洋電機㈱ 入社 水稲
H25. 1～ 鳥取県商工労働部非常勤職員 勤務 露地野菜
H26. 6～ 鳥取市小鷲河地区公民館 勤務

H29. 4～現在 農業従事

S45.  ～H24. 3国土交通省中国地方整備局建設技官 水稲
H24. 4～H28. 3鳥取市立神戸地区公民館館長 果樹
H28. 4～ 自営農業

H29. 7～ 鳥取市農地利用最適化推進委員

H 2. 1～ 農業 水稲
H13. 7～H16.10気高町農業委員会委員 露地野菜
H16.  ～H29. 7鳥取市農業委員会委員
R 1.12～ JA鳥取いなば気高総代

H19. 4～ 下味野環境保全(農地・水・環境保全)代表 水稲

H21. 2～ 下味野水稲生産組合副組合長

H28.12～ 大井出土地改良区総代

H28. 3 鳥取市水道局退職 水稲
H28. 4 農事組合法人 日光農産 理事 露地野菜

私は、生誕地での農作業に取り組み、地区特産の桃の栽培に挑戦している。山間部の農業は後継者が無く、
耕作放棄地による田畑の原野化が進捗している。現状の歯止めをかけるため農業委員会業務を通じて、農地
利用の最適化等に取り組むことで地域の活性に貢献したい。無せんだい25農業68男森尾

もりお

　一由
かずよし

32

30 伊藤
いとう

　茂
しげる

男 61 農業 285 青谷 無

青谷町の農地の維持に貢献したい。

31 橋本
はしもと

　和夫
かずお

男 64 農業 78.9 鹿野 無

農業委員の方に推薦され応募しました。耕作放棄地の防止、解消に後見したいと考えています。

農業69男田中
たなか

　清晴
きよはる

33 17 気高 無

農業委員会活動を通じて地域の農業や農家情報に精通し担い手への農地集積や耕作放棄地の防
止、解消等、農業委員会業務に貢献できると考えます。第２農地部会の部会長、部会長代理の経
験を生かしたいと思います。

農業川口
かわぐち

　賢司
けんじ

34 男 70 66.6 せんだい 無

私は鳥取市内で水稲を生産している。農業委員会活動を通じて地域の農業や農家情報に精通し、
担い手への農地集積や耕作放棄地の防止、解消等、農地の利用に関する最適化等、農業委員会業
務に大きく貢献できると考える為応募する。

椿
つばき

　壽幸
としゆき

64 農業 30 気高 無
私は、鳥取市内で水稲栽培を行い農業委員会活動を通じて農地集積や耕作放棄地の防止・解消
等、農業委員会業務に貢献できると考えるため、応募します。男35


