
農地利用最適化推進委員の委嘱について 

農業委員会等に関する法律の規定に基づき、新たに発足した出雲市農業委員会

において、平成 29年 10月 11日付けで農地利用最適化推進委員を委嘱しました。 

【委嘱期間 平成 29年 10月 11日から平成 32年 9月 21日まで】 

担当地区 氏名 ふりがな 

今市・大津 山本 清 やまもと きよし 

塩冶 吾郷 正巳 あごう まさみ 

上津 嘉本 良市 かもと りょういち 

上津 槇原 輝夫 まきはら てるお 

四絡 鎌田 勉 かまだ つとむ 

川跡 松井 幸男 まつい ゆきお 

川跡 石橋 平吉 いしばし ひらよし 

高浜 原 郁夫 はら いくお 

高浜 倉橋 輝夫 くらはし てるお 

鳶巣 三代 孝行 みしろ たかゆき 

稗原 飯島 富夫 いいじま とみお 

稗原 永島 誠治 ながしま せいじ 

稗原 小畑 稔 おばた みのる 

朝山 勝部 守 かつべ まもる 

朝山 鳥屋尾 克己 とやお かつみ 

乙立   いまおか たかし 

古志 高橋 勝美 たかはし かつみ 

神門 勝部 義幸 かつべ よしゆき 

神門 飯塚 孝司 いいつか こうじ 

神門 岸 勝 きし まさる 

神西 小村 眞喜雄 おむら まきお 

神西 柘植 健樹 つげ けんじゅ 

神西 森 直美 もり なおみ 

高松 高橋 幸義 たかはし ゆきよし 

高松 足立 博幸 あだち ひろゆき 

高松 安田 誠 やすだ まこと 
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担当地区 氏名 ふりがな 

高松 天野 明浩 あまの あきひろ 

高松 須山 延夫 すやま のぶお 

長浜 中尾 育男 なかお いくお 

長浜 小村 明道 おむら あきみち 

長浜 松本 尚幸 まつもと なおゆき 

長浜 藤江 伸吾 ふじえ しんご 

遙堪 周藤 和雄 すとう かずお 

遙堪 内藤 盛雄 ないとう もりお 

荒木・杵築・日御碕 川上 利治 かわかみ としはる 

荒木・杵築・日御碕 手錢 栄二 てぜん えいじ 

荒木・杵築・日御碕 松井 勉 まつい つとむ 

平田 立石 行雄 たていし ゆきお 

灘分 西尾 彰 にしお あきら 

国富・西田・鰐淵・北浜 原 広信 はら ひろのぶ 

国富・西田・鰐淵・北浜 福田 増太 ふくだ ますふと 

国富・西田・鰐淵・北浜 川瀨 勇 かわせ いさむ 

国富・西田・鰐淵・北浜 原 満千男 はら みちお 

桧山・東・伊野 長﨑 吉久 ながさき よしひさ 

桧山・東・伊野 角 貞徳 すみ さだのり 

桧山・東・伊野 多久和 耕二 たくわ こうじ 

久多美・佐香 奥 敏昭 おく としあき 

久多美・佐香 金築 昭夫 かねつき あきお 

佐田 田部 延幸 たなべ のぶゆき 

佐田 大崎 強 おおさき つよし 

佐田 藤原 昭充 ふじはら あきみつ 

佐田 石崎 睦博 いしざき むつひろ 

佐田 月森 清 つきもり きよし 

佐田 竹下 勝博 たけした かつひろ 

佐田 山本 征志 やまもと せいじ 

佐田 山本 操 やまもと みさお 

多伎 石飛 準 いしとび じゅん 



担当地区 氏名 ふりがな 

多伎 石飛 嗣男 いしとび つぐお 

多伎 玉川 惠一 たまがわ けいいち 

湖陵 石飛 忠宏 いしとび ただひろ 

湖陵 岸 保 きし たもつ 

湖陵 大野 定利 おおの さだとし 

荘原  雄二 いまおか ゆうじ 

荘原 原 進 はら すすむ 

荘原 佐野 俊明 さの としあき 

荘原 伊藤 美樹 いとう よしき 

出西 保科  ほしな きちじろう 

出西 樋野 實 ひの みのる 

伊波野 福田 正 ふくだ ただし 

伊波野 伊藤 精一 いとう せいいち 

直江 上野 正夫 うえの まさお 

久木  康宏 えずみ やすひろ 

久木 高橋 和雄 たかはし かずお 

出東 錦織 一男 にしこおり かずお 

出東 錦織 昇 にしこおり のぼる 

出東 杉原 文雄 すぎはら ふみお 

出東 安食 巧 あじき たくみ 

 


