
鳥取市農業委員、農地利用最適化推進委員担当区域表（令和２年７月20日以降）

01【久松】 農委 推委 若桜町 今町二丁目 富安一丁目 長谷 布勢 賀露町北二丁目

尚徳町 本町一丁目 東品治町 富安二丁目 倭文 桂見 賀露町北三丁目

馬場町 本町二丁目 幸町 吉成 玉津 高住 賀露町北四丁目

栗谷町 本町三丁目 行徳一丁目 宮長 横枕 良田 26【湖山】 農委 推委

江崎町 桶屋町 行徳二丁目 大覚寺 猪子 22【大郷】 農委 推委 湖山町

東町一丁目 職人町 行徳三丁目 的場 16【美穂】 農委 推委 松原 湖山町東一丁目

東町二丁目 二階町一丁目 07【富桑】 農委 推委 叶 向国安 六反田 湖山町東二丁目

東町三丁目 二階町二丁目 西品治 濱田香 川島忍 数津 竹生 大畑 湖山町東三丁目

西町一丁目 二階町三丁目 08【城北】 農委 推委 天神町 上味野 金沢 湖山町東四丁目

西町二丁目 新町 田島 扇町 朝月 福井 湖山町東五丁目

西町三丁目 元魚町一丁目 松並町一丁目 興南町 源太 23【吉岡】 農委 推委 湖山町西一丁目

湯所町一丁目 元魚町二丁目 松並町二丁目 叶一丁目 下味野 吉岡温泉町 湖山町西二丁目

湯所町二丁目 戒町 松並町三丁目 吉成南町一丁目 17【大正】 農委 推委 妙徳寺 湖山町西三丁目

丸山町 川端一丁目 田園町一丁目 吉成南町二丁目 野寺 双六原 湖山町西四丁目

02【醇風】 農委 推委 川端二丁目 田園町二丁目 吉成一丁目 服部 矢矯 湖山町南一丁目

西町四丁目 川端三丁目 田園町三丁目 吉成二丁目 菖蒲 洞谷 湖山町南二丁目

西町五丁目 元町 田園町四丁目 吉成三丁目 古海 瀬田蔵 湖山町南三丁目

玄好町 04【修立】 農委 推委 青葉町一丁目 的場一丁目 徳尾 長柄 湖山町南四丁目

材木町 上町 青葉町二丁目 的場二丁目 18【東郷】 農委 推委 三山口 湖山町南五丁目

片原四丁目 中町 青葉町三丁目 的場三丁目 本高 24【末恒】 農委 推委 湖山町北一丁目

片原五丁目 大榎町 覚寺 的場四丁目 北村 伏野 湖山町北二丁目

本町四丁目 庖丁人町 円護寺 12【面影】 農委 推委 西今在家 白兎 湖山町北三丁目

本町五丁目 大工町頭 北園一丁目 雲山 篠坂 小沢見 湖山町北四丁目

二階町四丁目 御弓町 北園二丁目 新 中村 内海中 湖山町北五丁目

茶町 吉方町一丁目 山城町 大杙 有富 御熊 湖山町北六丁目

元魚町三丁目 吉方町二丁目 09【稲葉山】 農委 推委 正蓮寺 高路 三津 27【千代水】 農委 推委

元魚町四丁目 立川町一丁目 百谷 桜谷 19【豊実】 農委 推委 美萩野一丁目 徳吉

川端四丁目 立川町二丁目 滝山 東今在家 下段 美萩野二丁目 安長

川端五丁目 吉方温泉四丁目 小西谷 面影一丁目 大塚 美萩野三丁目 五反田町

南町 05【日進】 農委 推委 卯垣 面影二丁目 野坂 美萩野四丁目 商栄町 村上文夫

寿町 寺町 卯垣一丁目 13【倉田】 農委 推委 宮谷 美萩野五丁目 江津 川上信温

新品治町 栄町 卯垣二丁目 八坂 嶋 25【賀露】 農委 推委 晩稲

薬師町 弥生町 卯垣三丁目 橋本 大桷 賀露町 南隈

相生町一丁目 末広温泉町 立川町三丁目 馬場 20【明治】 農委 推委 港町 千代水一丁目

相生町二丁目 永楽温泉町 立川町四丁目 国安 河内 賀露町西一丁目 千代水二丁目

相生町三丁目 吉方温泉一丁目 立川町五丁目 蔵田 槙原 賀露町西二丁目 千代水三丁目

相生町四丁目 吉方温泉二丁目 卯垣五丁目 円通寺 松上 賀露町西三丁目 千代水四丁目

03【遷喬】 農委 推委 吉方温泉三丁目 10【岩倉】 農委 推委 西円通寺 細見 賀露町西四丁目 南安長一丁目

元大工町 吉方 岩倉 14【神戸】 農委 推委 上原 賀露町南一丁目 南安長二丁目

掛出町 南吉方一丁目 卯垣四丁目 岩坪 尾崎 賀露町南二丁目 南安長三丁目

上魚町 南吉方二丁目 立川町六丁目 上砂見 上段 賀露町南三丁目 緑ヶ丘一丁目

片原一丁目 南吉方三丁目 立川町七丁目 中砂見 21【松保】 農委 推委 賀露町南四丁目 緑ヶ丘二丁目

片原二丁目 06【明徳】 農委 推委 11【美保】 農委 推委 下砂見 岩吉 賀露町南五丁目 緑ヶ丘三丁目

片原三丁目 瓦町 古市 15【大和】 農委 推委 里仁 賀露町南六丁目 秋里 川上信温

鍛冶町 今町一丁目 富安 赤子田 建部憲二 有田裕 足山 賀露町北一丁目

依藤利一 前田洋

河毛早苗 川島忍

濱田香 川島忍

河毛早苗

川島忍

川上信温

加藤修 民谷富男

濱田香 川島忍

村田幸範 竹内七郎

川上信温 村上文夫

川上信温 佐々木文仁
村田幸範 有本知勝

河毛早苗

河毛早苗 川島忍

濱田香 川島忍

依藤利一 宮本計温

村上文夫

河毛早苗 川島忍

川上信温 小松和幸

福田淳一郎 上根邦十郎

上田壽一 川口賢司

濱田香

霜田英之

建部憲二 有田裕
福田淳一郎 森清美

川上信温

福田淳一郎 木浪哲夫

谷口広

加藤修 佐藤德太郎

福田淳一郎 森清美
濱田香 川島忍 河毛早苗 霜田英之

河毛早苗 川島忍

河毛早苗 谷口広 上田壽一

森尾一由

建部憲二
佐々木文仁

村上文夫

小松和幸



鳥取市農業委員、農地利用最適化推進委員担当区域表（令和２年７月20日以降）

28【浜坂】 農委 推委 【国府町】 国府町奥谷三丁目 藏内敏博 山本暁子 河原町郷原 用瀬町赤波 安東和彦 小林照美 気高町北浜二丁目 青谷町山根

浜坂 34【大茅】 農委 推委 38【あおば】 農委 推委 河原町三谷 気高町北浜三丁目 青谷町早牛

浜坂一丁目 国府町雨滝 国府町稲葉丘一丁目 河原町釜口 【佐治町】 気高町八幡 67【日置谷】 農委 推委

浜坂二丁目 国府町木原 国府町稲葉丘二丁目 河原町高福 48【１区】 農委 推委 気高町下原 青谷町蔵内

浜坂三丁目 国府町下木原 国府町稲葉丘三丁目 河原町徳吉 佐治町小原 気高町八束水 青谷町大坪

浜坂四丁目 国府町石井谷 国府町分上一丁目 河原町今在家 佐治町葛谷 60【瑞穂】 農委 推委 青谷町奥崎

浜坂五丁目 国府町大石 国府町分上二丁目 河原町片山 佐治町刈地 気高町宿 青谷町養郷

浜坂六丁目 国府町栃本 国府町分上三丁目 42【八上】 農委 推委 佐治町津無 気高町土居 青谷町善田

浜坂七丁目 国府町菅野 国府町分上四丁目 河原町天神原 佐治町古市 気高町重高 68【勝部】 農委 推委

浜坂八丁目 国府町楠城 国府町新町一丁目 河原町曳田 佐治町大井 気高町二本木 青谷町桑原

浜坂東一丁目 35【成器】 農委 推委 国府町新町二丁目 43【散岐】 農委 推委 佐治町森坪 気高町下坂本 青谷町澄水

29【米里】 農委 推委 国府町拾石 国府町新通り一丁目 河原町和奈見 49【２区】 農委 推委 気高町日光 青谷町楠根

東大路 国府町上地 国府町新通り二丁目 河原町八日市 佐治町加瀬木 61【酒津】 農委 推委 青谷町紙屋

中大路 国府町上荒舟 国府町新通り三丁目 河原町佐貫 佐治町高山 気高町酒津 柳田和廣 田中清晴 青谷町田原谷

西大路 国府町荒舟 国府町新通り四丁目 河原町水根 佐治町津野 62【宝木】 農委 推委 青谷町八葉寺

久末 国府町神護 河原町山上 50【３区】 農委 推委 気高町上光 69【中郷】 農委 推委

美和 国府町殿 【福部町】 河原町小倉 佐治町福園 気高町下光元 青谷町鳴瀧

古郡家 国府町山崎 39【福部】 農委 推委 44【西郷】 農委 推委 佐治町加茂 気高町常松 青谷町北河原

越路 国府町中河原 福部町左近 河原町中井 佐治町畑 気高町冨吉 青谷町山田

30【津ノ井】 農委 推委 国府町松尾 福部町久志羅 河原町本鹿 佐治町つく谷 気高町宝木 青谷町亀尻

杉崎 国府町吉野 福部町中 河原町小河内 佐治町河本 気高町奥沢見 青谷町絹見

南栄町 国府町新井 福部町蔵見 河原町神馬 佐治町余戸 青谷町吉川

津ノ井 36【谷】 農委 推委 福部町南田 河原町牛戸 51【４区】 農委 推委 【鹿野町】 青谷町露谷

生山 国府町山根 福田克彦 福部町栗谷 河原町湯谷 佐治町尾際 63【鹿野】 農委 推委 青谷町栄町

桂木 国府町神垣 山本良文 福部町八重原 河原町小畑 佐治町中 鹿野町末用 70【青谷】 農委 推委

海蔵寺 国府町清水 福部町箭渓 河原町弓河内 佐治町栃原 鹿野町閉野 青谷町青谷

船木 国府町岡益 福部町高江 河原町北村 鹿野町広木 青谷町井手

広岡 国府町谷 福部町湯山 【気高町】 鹿野町水谷 青谷町長和瀬

香取 国府町玉鉾 福田克彦 福部町海士 【用瀬町】 58【逢坂】 農委 推委 鹿野町鹿野

紙子谷 国府町糸谷 山田準二 福部町細川 45【社】 農委 推委 気高町殿 64【勝谷】 農委 推委

祢宣谷 国府町高岡 福部町岩戸 用瀬町金屋 気高町飯里 鹿野町今市

若葉台南一丁目 国府町麻生 小林徹 用瀬町樟原 気高町下石 鹿野町寺内

若葉台南二丁目 37【宮下】 農委 推委 【河原町】 用瀬町川中 気高町上原 鹿野町宮方

若葉台南三丁目 国府町美歎 40【河原】 農委 推委 用瀬町宮原 気高町山宮 鹿野町中園

若葉台南四丁目 国府町広西 河原町河原 用瀬町安蔵 気高町睦逢 鹿野町岡木

若葉台南五丁目 国府町庁 河原町渡一木 用瀬町古用瀬 気高町会下 鹿野町乙亥正

若葉台南六丁目 国府町町屋 河原町谷一木 用瀬町家奥 気高町郡家 65【小鷲河】 農委 推委

若葉台南七丁目 国府町中郷 河原町長瀬 用瀬町屋住 気高町高江 鹿野町小別所

若葉台北一丁目 国府町国分寺 河原町袋河原 用瀬町江波 59【浜村】 農委 推委 鹿野町鷲峯

若葉台北二丁目 国府町法花寺 河原町布袋 46【用瀬】 農委 推委 気高町浜村 鹿野町河内

若葉台北三丁目 国府町三代寺 河原町稲常 用瀬町用瀬 小林照美 気高町勝見

若葉台北四丁目 国府町宮下 河原町西円通寺 用瀬町別府 池本和明 気高町新町一丁目 【青谷町】

若葉台北五丁目 国府町奥谷 河原町鮎ケ丘 47【大村】 農委 推委 気高町新町二丁目 66【日置】 農委 推委

若葉台北六丁目 国府町奥谷一丁目 41【国英】 用瀬町鷹狩 気高町新町三丁目 青谷町小畑

国府町奥谷二丁目 河原町山手 岩永正司 梶川和生 用瀬町美成 気高町北浜一丁目 青谷町河原

農委・・・農業委員

【備考】

岩永正司 梶川和生

濱田香 川島忍 山田準二 山本良文

藏内敏博 山本暁子

浜辺信康

石谷隆 津本和美

竹森潔 大石剛史

田渕緑 藤縄敏夫

石谷隆 伊藤茂

猪口実 中村晴彦

石谷隆 伊藤茂

中村精

田中清晴 竹森潔

福安修 山下増治

柳田和廣 椿壽幸

山田千也子

下田義男 有本知勝

藤田孝男

山田準二

福安修

下田義男 山根昌博

福安修 山下増治

山田準二 山脇隆

山本暁子
安東和彦 小林照美

福安修 田中豊美

小林徹

田中豊美

砂川重雄 橋本和夫

福田惠 谷口泰彦

竹森潔

香川恵

平林久雄

田渕緑

漆原清志 田中清晴

推委・・・農地利用最適化推進委員

柳田和廣

藤本武夫

竹森潔 山田千也子

岩永正司 德田寿秋

藏内敏博

砂川重雄 小林洋

福田克彦

中村精 田中清晴

安東和彦

藏内敏博

大石剛史

中村精 角田完

福田克彦

安東和彦 池本和明

砂川重雄 谷口和人

福田克彦


