
　任期満了に伴う農業委員の改選が行われ、公選委員 35 人が無投票当選、
７人が団体などからの推薦により選任されました。
　任期は、７月 20 日から平成 29 年７月 19 日までの３年間です。
　７月 22 日に、改選後初の農業委員会総会を開催し、会長に横谷康幸さ
ん ( 高野町 )、会長代理には川本輝磨さん ( 東城町 ) が選出されました。
　農業委員は農業者の代表として、農地にかかる調整・相談や、農家の声
を行政に届け、政策に反映させるための活動をしています。お気軽にご相
談ください。

新農業委員に

42人
農業委員会農地係　
☎ 0824-73-1133

●庄原地区	 	 	 	
議
席 氏　名 住所 担当地区 選出

区分

1 中谷　憲登 高茂町 高茂町、水越町、平和町 選任
(土地改良区)

2 入田　正義 川西町 高町 公選

3 世良　昭宣 川北町 川北町 公選

4 佐々木美千江 本郷町 本郷町、殿垣内町 選任
(JA庄原)

5 沖田　　至 一木町 実留町、一木町、高門町 公選

6 塩谷　良三 掛田町 三日市町、戸郷町、掛田町 公選

7 田邉　良三 上原町 上原町、七塚町、田原町、
市町 公選

8 倉本　寿憲 川西町 川西町、小用町 公選

9 植木　登夫 春田町 春田町、峰田町 公選

10 伊藤　忠明 川手町 川手町、西本町、本町、
中本町 公選

11 尾原　春良 本村町 本村町、上谷町 公選

12 横田　充生 永末町 東本町、宮内町、永末町、
大久保町 公選

13 木村　英宗 濁川町 濁川町、門田町 公選

14 原田　武次 板橋町 新庄町、板橋町、是松町 公選

15 増谷　克則 山内町 山内町、木戸町、尾引町 公選

●総領地区

16 佐々木　聖 亀谷 総領町全域 公選

●西城地区

17 森兼　　貢 中野 中野、大屋、中迫 公選

18 前本　　旭 熊野 熊野、油木、福山、大原、
今西 公選

19 田邊　幸美 三坂 小鳥原、三坂、熊野の梶谷、
高尾、奥八鳥

選任
（市議会）

20 田澤　信雄 入江 栗、大戸、平子、入江、西城 公選

21 樋口　研二 大佐 大佐、八鳥 公選

●東城地区	 	 	 	
議
席 氏　名 住所 担当地区 選出

区分

22 川本　輝磨 戸宇 戸宇、福代、東城 公選

23 山田　喜章 川鳥 川鳥、保田、受原、菅 公選

24 長谷　時男 内堀 内堀、小串、塩原、千鳥、粟田 公選

25 田森　光洋 粟田 粟田、竹森 公選

26 藤井　佳子 三坂 久代、新免、三坂 選任
(市議会)

27 明賀　美伸 帝釈
未渡

帝釈宇山、帝釈始終、
帝釈未渡、帝釈山中、川鳥 公選

28 栁生　卓三 小奴可 小奴可、加谷、森、田黒 公選

29 髙坂　勝博 川西 川東、川西、東城 公選

30 竹田　弘稔 森甲 森、田黒 公選

●口和地区

31 澁川　玉素 永田 永田、湯木 選任
（県農共済）

32 前田　憲二 向泉 向泉、宮内 公選

33 岩瀧　　功 大月 大月、竹地谷 公選

34 道下　和子 金田 金田、常定 公選

●高野地区

35 長瀬　裕浩 南 上湯川、下湯川、南、
新市の別所上市・和手川 公選

36 横谷　康幸 下門田 奥門田、岡大内、下門田、
上里原、高暮 公選

37 島津　秀樹 中門田 中門田、新市の新町・札場・土手・
祇園町・上本町・下本町・西町 公選

38 向田　純子 和南原 和南原、新市の市原・
東半戸・川角・殿垣内

選任
(市議会)

●比和地区

39 松長百合子 三河内 三河内の絞り・小和田南
小和田東・小和田北

選任
(市議会)

40 三上　静馬 古頃 古頃、木屋原（元常を除く） 公選

41 松島　哲明 森脇 森脇、比和（比和谷を除く）、
三河内の越原 公選

42 井西　一行 三河内 木屋原の元常、比和の比和谷、
三河内の福田上・福田下 公選

７月22日に開催された第 5回農業委員会総会
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