
任期：R4.1.1～R5.7.31

№ 氏        名 住      所 担当区域1 担当区域2 備考 № 氏        名 住      所 担当区域2 備考

1
うやま

　昭彦
あきひこ

中条広田1514番地 広田全域 中筋、徳原、中山 1 榎本
えのもと

　明
あきら

倭文安住寺1119番地 土井、安住寺

2 堤
つつみ

　栄伸
よしのぶ

倭文長田143番地
倭文（長田、神道、庄田、

土井、安住寺）
長田 緑地区会長 2 大瀬

おおせ

　久
ひさし

広田広田386番地
山添、川向、中田、大丸、

みどりが丘、川向住宅、川向岡団地
緑地区副会長

3 姥谷　光代
うばたに　　　みつよ

湊1206番地4 湊全域 － 西淡地区会長 3 木曽　耕造
 きそ　　　　 こうぞう

倭文庄田743番地2 神道、庄田

4 金﨑　由季生
かなさき　　　ゆきお

志知北530番地
阿那賀・伊加利全域、志知（奥、
口、飯山寺、南、北、志知、鈩）

志知（奥、口、飯山寺、
南、北、志知、鈩）

4 児玉　一彦
こだま　　  　かずひこ

中条徳原76番地
広田上、市場、不藤、広田南、

堂丸団地、県住緑広田

5 三原　賀代子
みはら　　　　かよこ

津井1067番地 津井全域 津井全域 女性委員代表 5 浅井　崇史
あさい　　   たかふみ

松帆江尻457番地 古津路、北方、塩浜、江尻

6 榎本　小代子
えのもと　　　 さよこ

市德長126番地2 德長、新 － 6 奥野
おくの

　剛
つよし

伊加利2414番地1 伊加利全域

7 柏木　憲子
かしわぎ　　 のりこ

八木養宜上203番地 入田、養宜中、養宜上 養宜上 7 鴻原　芳明
こうはら　　よしあき

阿那賀志知川110番地1 阿那賀全域

8 高田　浩克
たかた　　    ひろかつ

榎列上幡多373番地
上幡多、山所、掃守、
倭文（流、委文、高）

上幡多 8 嶋田　通次
しまだ　　　 かよじ

松帆西路276番地1 志知川、西路

9 土居　章二
 どい　　　    しょうじ

志知中島823番地
志知（松本、佐礼尾、難波、
中島下、中島大、中島上）

中島下 9 原
は ら

　立身
 たつみ

松帆櫟田1224番地1 慶野、北浜、櫟田、宝明寺

10 中島　始
なかしま　　 はじむ

市青木132番地
青木、福永、円行寺、小井、
善光寺、市、十一ヶ所、三條

青木 10 森
もり

　光男
 みつお

湊里14番地2 湊全域 西淡地区副会長

11 真野　博司
まの　　　　   ひろし

榎列大榎列1359番地2
大榎列、小榎列、西川、

下幡多、松田
大榎列 三原地区会長 11 安冨　富保

やすとみ　　とみやす
松帆脇田730番地2 高屋、脇田、戒旦寺

12 三好　州宏
みよし　　　 　くにひろ

神代社家1903番地 神代全域 社家 12 榎本　昭博
えのもと　 　あきひろ

八木新庄150番地 新庄、野原、徳野

13 井上　成一郎
いのうえ　    せいいちろう

福良甲275番地
潮美台、福良全域
上町、下町、佐野

潮美台 13 賀集　昭雄
かしゅう　 　あきお

神代國衙1114番地1 城家、国上、小路

14 中川
なかがわ

　勝喜
かつき

北阿万新田北298番地 北阿万全域 新田中、新田北 14
かたやま　　 しんじ

八木寺内766番地 馬回、寺内、大久保

15 藤本　富雄
ふじもと　　　 とみお

阿万東町1498番地
塩屋町、中西、吹上町、西町、

丸田、東町、灘・沼島全域
東町 15

 かわい　 　 たけお
榎列松田485番地 下幡多、松田

16 正木　正年
ま さ き　　　　まさとし

賀集福井1057番地1
鍛治屋、野田、牛内、東山、
生子、高萩、福井、福井北

福井 南淡地区会長 16 島田　かほる
し ま だ

神代浦壁631番地 久保、段、上中原、浦壁

17 山本　眞由美
やまもと　　　まゆみ

賀集八幡256番地1
賀集、八幡（東・西・南・中・北）、

立川瀬、西田、辻川原
八幡西 17 神代　充広

じんだい　　みつひろ
志知中島286番地

松本、佐礼尾、難波、
中島大、中島上

18 眞野　文夫
まの　　　     ふみお

八木国分18番地2
馬回、寺内、大久保、鳥井、

立石、国分、新庄、野原、徳野
国分 会長職務代理者 18 髙田　洋成

たかた　　　ひろなり
市新100番地 市、十一ヶ所、德長、新、三條

19 佐藤　繁俊
さとう　　　　　しげとし

松帆脇田甲236番地 松帆全域 － 農業委員会長 19 藤江
ふじえ

　均
ひとし

神代喜来122番地
黒道、喜来、富田、籠池、
北所、南上、経所、南所

20 富本　芳弘
とみもと　　よしひろ

榎列掃守352番地 山所、掃守

担当区域１ 21 中田　晶夫
なかた　　　あきお

榎列大榎列654番地 小榎列、西川

　非農地証明願 　現況証明願 22 菱池　明信
ひしいけ　　あきのぶ

倭文高337番地 流、委文、高

23 堀部　繁樹
ほりべ　　　  しげき

八木鳥井177番地2 鳥井、立石 三原地区副会長

24 宮本　和彦
みやもと　　かずひこ

市円行寺118番地1 福永、円行寺、小井、善光寺

25 山田　和弘
や ま だ　 　かずひろ

八木養宜上242番地 入田、養宜中

26 岩崎　俊治
 いわさき　　しゅんじ

阿万塩屋町916番地 塩屋町、中西、吹上町

担当区域２ 農地利用の最適化のための現場活動 27 奥井　宏幸
おく い　　　 ひろゆき

賀集野田148番地
野田、牛内、東山、生子、

高萩、福井北

28 柏
かしわ

　宏和
 ひろかず

賀集八幡133番地
八幡（西以外）、立川瀬、

西田、辻川原

29 金一　輝彦
かねいち　てるひこ

阿万上町321番地 上町、下町、佐野

30 木本　智也
きも と　　　ともや

阿万西町38番地6 西町、丸田

31 芝
しば

　俊治
しゅんじ

福良丙592番地 福良全域

32 武本　英雄
たけもと　   ひでお

灘仁頃134番地 灘、沼島全域

33 平野　保文
ひらの　　　やすふみ

賀集745番地 鍛治屋、賀集

34 藤本　裕二
ふじもと　　 ゆうじ

北阿万筒井1738番地2 筒井、高原 南淡地区副会長

35 山際　浩之
やまぎわ　　ひろゆき

北阿万伊賀野393番地 稲田南、伊賀野

　農地等の使用貸借に係る土地引き渡し報告書

南あわじ市農業委員・農地利用最適化推進委員名簿

農
業
委
員

農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員

法令による許可申請

　農地法第3条申請（農地等の権利移動）

　農地法第4条申請（農地の転用） 　農業用施設等の届出

　農地法第5条申請（農地等の転用のための権利移動） 　贈与税、相続税の納税猶予に関する適格証明願

　農地等の買受適格証明交付申請 　引き続き農業経営を行っている旨の証明

　農地改良による一時転用の届出 　農地に関する相談

　農用地利用集積計画書利用権設定

　農地等の賃貸借合意解約の通知書

　耕作放棄地の発生防止、解消（利用状況調査、農地パトロール、農地利用意向調査）

　農地利用の最適化の推進活動（農地バンク等）

　法人化その他農業経営の合理化（法人化、農業者年金、家族経営協定等）に関する業務

　農業一般に関する調査及び情報提供（全国農業新聞の普及推進等）に関する業務

　農地に関する相談


