
総社市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  令和元年１２月２０日 

 

                                       総社市農業委員会 会長 定井 正雄 

 

総社市農業委員会規則第２号 

 

総社市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則の一部を改正する規則 

 

 総社市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則（平成２８年総社市農業委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下「移動号」という。）に対応する同表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下「移動

後号」という。）が存在する場合には，当該移動号を当該移動後号とし，移動後号に対応する移動号が存在しない場合には，当該移動後号を加える。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（号及び様式の表示を除く。以下「改正部分」という。）を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が

引かれた部分に改める。 

次の表の改正前の欄中様式の表示に下線が引かれた様式（以下「移動様式」という。）を当該移動様式に対応する同表の改正後の欄中様式の表示に下線が

引かれた様式とする。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

（推薦手続き等） 

第４条 推進委員の推薦は，推薦を受ける者の同意を得たうえで，推薦申込

書（様式第１号又は様式第２号）に次の事項を記載するとともに，農業委

員会が求める書類を添付し，持参又は郵送により行うものとする。 

(１)～(５) 略 

 (６) 職務への取組 

(７) 略 

(８) 略 

（応募手続き等） 

第５条 推進委員の応募は，応募申込書（様式第３号）に次の事項を記載し，

農業委員会が求める書類を添付のうえ，持参又は郵送により行うものとす

る。 

 (１)及び(２) 略 

 (３) 応募理由 

 

（推薦手続き等） 

第４条 推進委員の推薦は，推薦を受ける者の同意を得たうえで，推薦申込

書（様式第１号又は様式第２号）に次の事項を記載するとともに，農業委

員会が求める書類を添付し，持参又は郵送により行うものとする。 

(１)～(５) 略 

 

(６) 略 

(７) 略 

（応募手続き等） 

第５条 推進委員の応募は，応募申込書（様式第３号）に次の事項を記載し，

農業委員会が求める書類を添付のうえ，持参又は郵送により行うものとす

る。 

 (１)及び(２) 略 

 (３) 応募する理由 



改 正 後 改 正 前 

(４) 職務への取組 

(５) 略 

(６) 略 

 

様式第１号（第４条関係） 

（別紙のとおり） 

 

様式第２号（第４条関係） 

（別紙のとおり） 

 

様式第３号（第５条関係） 

（別紙のとおり） 

 

 

(４) 略 

(５) 略 

 

様式第１号（第４条関係） 略 

 

 

様式第２号（第４条関係） 略 

 

 

様式第３号（第５条関係） 略 

 

 

 

附 則 

 この規則は，公布の日から施行する。 



様式第１号（第４条関係）

１　推薦を受ける者

ふりがな

氏名

性別 男　・　女 年齢 　　　　　歳 職業

住所

電話番号

□第１区

□第２区

□第３区

□第４区

　　　　　（　　　　　　　　）　　　　　　　－

総社市農業委員会の農地利用最適化推進委員　推薦申込書（個人用）

〒

経歴

年　　月　　日 職名，役職名等

農業経営の

状況

　　　　営農類型

該当するものに○をし，()

内に具体的な作目を記入し

てください。(複数選択可)

耕作面積 　　　　　　アール

　推薦する区域

※該当する区域

にチェックを入

れてください。

（複数選択可）

駅前一丁目，駅前二丁目，中央一丁目，中央二丁目，中央三丁

目，中央四丁目，中央五丁目，中央六丁目，総社一丁目，総社二

丁目，総社三丁目，駅南一丁目，駅南二丁目，総社，井手，刑

部，福井，泉，小寺，門田，井尻野，溝口，真壁，中原，三輪，

三須，上林，下林，赤浜，金井戸，南溝手，北溝手，窪木，長

良，東阿曽，西阿曽，奥坂，久米，黒尾，槙谷，見延，宍粟

秦，福谷，上原，富原，八代，下原，久代，山田，新本

美袋，日羽，原，影，中尾，下倉，種井，延原，宇山，槁

西郡，地頭片山，岡谷，西坂台，宿，清音黒田，清音古地，清音

上中島，清音柿木，清音軽部，清音三因

水稲 露地野菜 施設野菜 果樹 花き その他

主要な作目（ ）



ふりがな

氏名

性別 男　・　女 年齢 　　　　　歳 職業

住所

電話番号

推薦する理由

職務への取組

３　推薦を受ける者の同意

２　推薦する者

　

　総社市農業委員会会長　様

　　私は，前記１の者を総社市農業委員会の農地利用最適化推進委員として推薦します。

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　総社市農業委員会会長　様

　　私は，総社市農業委員会の農地利用最適化推進委員の推薦を受けることに同意します。

　

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　年　　　月　　　日

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

《添付書類》推薦を受ける者の住民票及び身分証明書：（発行後３箇月以内のもの）

〒

　　　　　（　　　　　　　　）　　　　　　　－

推薦する者が，前記１の者について，総社市農

業委員会の委員に推薦しているか否かの別（ど

ちらかに○をしてください）

推薦している　・　推薦していない



様式第２号（第４条関係）

１　推薦を受ける者

ふりがな

氏名

性別 男　・　女 年齢 　　　　歳 職業

住所

電話番号

□第１区

□第２区

□第３区

□第４区

　推薦する区域

※該当する区域

にチェックを入

れてください。

（複数選択可）

駅前一丁目，駅前二丁目，中央一丁目，中央二丁目，中央三丁

目，中央四丁目，中央五丁目，中央六丁目，総社一丁目，総社二

丁目，総社三丁目，駅南一丁目，駅南二丁目，総社，井手，刑

部，福井，泉，小寺，門田，井尻野，溝口，真壁，中原，三輪，

三須，上林，下林，赤浜，金井戸，南溝手，北溝手，窪木，長

良，東阿曽，西阿曽，奥坂，久米，黒尾，槙谷，見延，宍粟

秦，福谷，上原，富原，八代，下原，久代，山田，新本

美袋，日羽，原，影，中尾，下倉，種井，延原，宇山，槁

西郡，地頭片山，岡谷，西坂台，宿，清音黒田，清音古地，清音

上中島，清音柿木，清音軽部，清音三因

経歴

年　　月　　日 職名，役職名等

農業経営の

状況

　　　　営農類型

該当するものに○をし，()

内に具体的な作目を記入し

てください。(複数選択可)

耕作面積 　　　　　　アール

　　　　　（　　　　　　　　）　　　　　　　－

総社市農業委員会の農地利用最適化推進委員　推薦申込書（法人・団体用）

〒

水稲 露地野菜 施設野菜 果樹 花き その他

主要な作目（ ）



ふりがな

組織の名称

ふりがな

代表者又は

管理人の氏名

主たる事務所の

所在地

電話番号

活動の主たる

目的

人数

　　　　人　

推薦する理由

職務への取組

３　推薦を受ける者の同意

　

　総社市農業委員会会長　様

　　私は，前記１の者を総社市農業委員会の農地利用最適化推進委員として推薦します。

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　組織名

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　

 総社市農業委員会会長　様

　　私は，総社市農業委員会の農地利用最適化推進委員の推薦を受けることに同意します。

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

《添付書類》推薦を受ける者の住民票及び身分証明書：（発行後３箇月以内のもの）

構成員

構成員の資格，要件等

推薦するものが，前記１の者について，総社市

農業委員会の委員に推薦しているか否かの別

（どちらかに○をしてください）

推薦している　・　推薦していない

　　　　　（　　　　　　　　）　　　　　　　－

２　推薦するもの

〒



様式第３号（第５条関係）

ふりがな

氏名

性別 男　・　女 年齢 　　　　　歳 職業

住所

電話番号

□第１区

□第２区

□第３区

□第４区

応募理由

職務への取組

総社市農業委員会の農地利用最適化推進委員　応募申込書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〒

　　　　　（　　　　　　　　）　　　　　　　－

農業経営の

状況

　　　　営農類型

該当するものに○をし，()

内に具体的な作目を記入し

てください。(複数選択可)

耕作面積 　　　　　　アール

経歴

年　　月　　日 職名，役職名等

　応募する区域

※該当する区域

にチェックを入

れてください。

（複数選択可）

駅前一丁目，駅前二丁目，中央一丁目，中央二丁目，中央三丁

目，中央四丁目，中央五丁目，中央六丁目，総社一丁目，総社二

丁目，総社三丁目，駅南一丁目，駅南二丁目，総社，井手，刑

部，福井，泉，小寺，門田，井尻野，溝口，真壁，中原，三輪，

三須，上林，下林，赤浜，金井戸，南溝手，北溝手，窪木，長

良，東阿曽，西阿曽，奥坂，久米，黒尾，槙谷，見延，宍粟

秦，福谷，上原，富原，八代，下原，久代，山田，新本

美袋，日羽，原，影，中尾，下倉，種井，延原，宇山，槁

西郡，地頭片山，岡谷，西坂台，宿，清音黒田，清音古地，清音

上中島，清音柿木，清音軽部，清音三因

総社市農業委員会の委員に募集に応募している

か否かの別（どちらかに○をしてください）

応募している　・　応募していない

　総社市農業委員会会長　様

　　私は，上記のとおり総社市農業委員会の農地利用最適化推進委員に応募します。

 

                                                        　　　　　年　　　月　　　日

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

《添付書類》住民票及び身分証明書：（発行後３箇月以内のもの）

水稲 露地野菜 施設野菜 果樹 花き その他

主要な作目（ ）


