
№ 地区 住　所 氏　名 連絡先 地区 住　所 氏　名 連絡先

小田 伊賀市小田町64 藤下　政信 23-0870

久米 伊賀市四十九町1369 福田　秀次 23-0016

上野 伊賀市上野車坂町672 栁島　正一 21-0285

伊賀市朝屋204 古川　宏二 21-5538

伊賀市長田2419 挾間　　信 21-9367

伊賀市大内1894 山口　裕司 21-5568

伊賀市大内2886 増山　光弘 21-3573

伊賀市東高倉1290 岡　　祐司 21-2093

伊賀市西山1321 吉藤　圭作 21-6620

三田 伊賀市大谷771 山本　憲一 21-9079

諏訪 伊賀市諏訪2492 森田　陽子 24-5265

伊賀市西条491 坂口　愼一 23-3344

伊賀市東条78－1 松山　　智 21-1220

伊賀市羽根58 門脇　昌弘 21-5618

伊賀市荒木1246 東　　明博 21-4747

伊賀市高山1048 島地　宗治 36-2365

伊賀市界外628 塚本　隆則 21-4830

伊賀市森寺310 松尾　眞澄 37-0432

伊賀市市部1401 西岡　佐千雄 37-0675

伊賀市比自岐2894 田中　　勇 37-0510

伊賀市摺見474 森本　壽一 37-0910

神戸 伊賀市下神戸735 森﨑　幹生 38-1229

伊賀市猪田5338 杉森　正和 21-3544

伊賀市上之庄2114 山﨑　俊美 21-5705

伊賀市東谷1378 中原　　宏 ※

伊賀市湯屋谷204 杉森　雄一 39-0487

伊賀市桂620 松村　茂久 39-0166

伊賀市白樫796 藤森　　諭 20-1508

伊賀市上村139 大橋　勝義 45-2447

伊賀市中柘植433-2 北川　晏大 45-2490

伊賀市柘植町3767 森下　泰成 45-3402

伊賀市御代818 奥　　光夫 45-4605

伊賀市愛田1089 久保　安治 45-2634

伊賀市川東1392 北出　茂樹 45-4394

伊賀市山畑1566 福島　正明 45-2936

伊賀市島ヶ原12069－1 南　博人 59-2132

伊賀市島ヶ原11771 川下　裕史 59-2205

伊賀市円徳院578 宮田　　登 43-1411

伊賀市石川1077 北川　敏匡 44-1353

丸柱 伊賀市丸柱1727 大野　秀一 44-1746

伊賀市湯舟2939-2 磯山　一生 43-0270

伊賀市中友田1158 高嶋　　均 43-0592

伊賀市玉瀧6232 稲森　義隆 42-1910

伊賀市槙山714－1 谷本　　真 42-1389

伊賀市畑村291 宮﨑　孝志 47-0511

伊賀市鳳凰寺228 西尾　長彦 47-0602

伊賀市甲野1694 川口　貞之 47-0546

布引 伊賀市川北598 中川　博昭 46-1210

伊賀市下阿波357 曽我　隆清 48-0751

伊賀市上阿波107－1 中村　　崇 48-0680

伊賀市柏尾820 𠮷岡　輝一 52-0294

伊賀市青山羽根506－1 平岡　慎司 52-0315

上津 伊賀市瀧745 永井　敏明 52-1907

伊賀市老川1068 長谷川和美 55-2128

伊賀市高尾4224 岩城　國久 55-2552

矢持 伊賀市腰山354 喜多　正展 54-1155

22 伊賀ふるさと農業協同組合 伊賀市石川1081 北川　俊一 44-1353 　　※　連絡先は農業委員会事務局へお問い合わせください。

23 伊賀ふるさと農業協同組合 伊賀市治田4125 森下　光子 20-1600 　　　　伊賀市農業委員会事務局　☎（0595）22-9720

24 公募 伊賀市島ヶ原1228-3 垣内　由佳 59-3123

伊賀市農業委員会委員名簿 伊賀市農地利用最適化推進委員名簿

1 小田、久米、上野 伊賀市木興町2156 玉岡　則生 21-2472

3 新居、三田、諏訪 伊賀市野間288 前田　啓生
090-7857-
9704

新居

2 長田、花之木 伊賀市朝屋705 西山　治良 21-7739

長田

花之木

5 中瀬 伊賀市西明寺737 西田　富司夫 23-0129 中瀬

4 府中 伊賀市一之宮341 髙田　　満 23-3452 府中

7 依那古 伊賀市才良457 藤室　明生 36-2620 依那古

6 友生 伊賀市下友生744 大田　信昭 21-5801 友生

9 猪田 伊賀市笠部580 山口　　進 21-1153 猪田

8 比自岐、神戸 伊賀市比土1570 木下　賢一 38-1124
比自岐

11 柘植 伊賀市柘植町1286-3 福森　克美 45-2831 柘植

10 古山、花垣 伊賀市予野8906 森中　祐作 39-0413

古山

花垣

13 壬生野 伊賀市川西905 金谷　博一 45-3772 壬生野

12 西柘植 伊賀市下柘植1748 奥沢　輝道 45-2891 西柘植

15 河合、丸柱 伊賀市千貝873-2 福地　和幸 43-0644
河合

14 島ヶ原 伊賀市島ヶ原1743 坂本　榮二 59-2901 島ヶ原

17 玉滝 伊賀市玉瀧3130 吉岡　康夫 42-1545 玉滝

16 鞆田 伊賀市西湯舟2902 山本　好啓 43-0292 鞆田

19 布引、阿波 伊賀市坂下478-1 森下　清悟 46-1064
阿波

18 山田 伊賀市富岡184 宮本　長生 47-0044 山田

21 種生、矢持 伊賀市高尾50 中井　悟雄 55-2138
種生

20 阿保、上津 伊賀市北山1075 森本　吉光 52-0148
阿保


