
 

 

 

 

 

 

輪之内町農業委員会の農業委員と農地利用最適化推進委員の任期満了に伴い、候補者を推薦または応

募により募集します。 

 

1 募集内容 

 （１）募集人数 

   ● 農業委員  14 人 

 ※農業委員は、過半数を認定農業者等とし、その他に農業委員会の所掌に属する事項に関し利害

関係を有しない方を含みます。 

   ● 農地利用最適化推進委員  1２人 

※農地利用最適化推進委員については、区域ごとの募集となります。 

募集区域名 定 員 

仁木地域 ６ 

福束地域 ３ 

大藪地域 ３ 

（２）任  期   令和５年７月２０日から令和８年７月19日まで（３年） 

（３）身分及び報酬額 

 いずれも地方自治法第203号の2に規定する特別職の非常勤職員で、輪之内町非常

勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき報酬を支給します。 

 

２ 主な業務内容 

 （１）農業委員 

農地転用、農地の無断転用の防止・解消など農地法に基づいて農業委員会の権限に

属する事項のほか、農地利用の集積・集約化、耕作放棄地の防止・解消などの農地の

利用の最適化に関する事項についての調査、審議等が主な職務となります。会議は、

毎月1回（毎月初旬）程度の開催となります。また、必要に応じ研修会等にも出席い

ただく場合があります。 

 

 （２）農地利用最適化推進委員 

 農地の無断転用の防止・解消などを図るための調査等のほか、農業者や農業者が組

織する団体等と話し合いを行い、農地利用の集積・集約化、耕作放棄地の防止・解消

などを図るための調査等が主な職務となります。定期的な会議は予定していませんが

必要に応じて農業委員会の会議に出席し、報告していただく場合があります。また、

必要に応じ研修会等にも出席していただく場合があります。 

 

３ 推薦及び応募の資格 

 推薦を受け又は応募できるのは、次に掲げる資格要件をすべて満たしている方です。 

輪之内町農業委員と輪之内町農地利用 

最適化推進委員の候補者を募集します 



 

 （１）農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関しその職務

を適切に行うことができる方 

 （２）町の職員でない方 

 （３）暴力団又は暴力団と密接な関係を有していない方 

   

※ただし、次のいずれかに該当する方は、推薦を受け又は応募することができません。 

   ア、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方 

   イ、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることができ

なくなるまでの方 

 

４ 推薦及び応募の方法 

 （１）受付期間   

令和５年１月１０日（火）から令和５年２月６日（月）まで【必着】 

※書類を持参される場合は平日午前８時３０分から午後５時15分までに提出してください。 

※郵送による提出も受付します（締切日当日までに必着）  

（２）受付場所  輪之内町役場産業課（輪之内町農業委員会） 

（３）提出書類 

・個人による推薦（一般推薦） 【様式第１号】 

・団体等による推薦（団体推薦）【様式第２号】 

・個人による応募（一般応募） 【様式第３号】 

・添付書類   承諾書（必須）、確約書（必須） 

被推薦者及び応募者が町外在住の場合、住所・本籍地が確認でき

るもの（例：住民票、戸籍抄本 等） 

※ 一般推薦の場合、農業者等3人以上の連名が必要です。 

※ 申込書は輪之内町公式ホームページからダウンロードできるほか、輪之内町役

場産業課（輪之内町農業委員会）窓口にも備えつけています。 

     ※ 法律等の規定により推薦書及び応募申込書に記載された事項はすべて公表と

なりますのでご了承ください。ただし、住所事項は窓口閲覧による公表のみと

なります。 

※ 提出された推薦書及び応募申込書は返却しませんのでご了承ください。 

 

 5 候補者の選考 

   推薦若しくは応募による候補者の総数が、定数を超えた場合又は町長（推進委員の場合

農業委員会）が必要と認めた場合は、選考委員を設けて候補者を選定します。 

  なお、必要に応じて面接を実施する場合があります。 

 

 ６ 申込書の提出先及び問合せ先 

〒503-0292 安八郡輪之内町四郷2530番地の1 

                輪之内町役場産業課（輪之内町農業委員会） 

電 話 0584-69-3138 

                 輪之内町ホームページ http://town.wanouchi.gifu.jp/ 



様式第１号（第４条関係） （一般推薦書）

輪之内町長　　様

輪之内町農業委員会委員候補として下記の者を推薦します。

推薦者

性別

被推薦者

性別

ア．認定農業者のＯＢ（法人の場合は役員等）

　　イ．認定農業者の経営に参画する親族 ウ．認定就農者（法人の場合は役員等）

　　エ．集落営農の役員 オ．人・農地プランの中心的経営体（法人の場合は役員等）

　　カ．指導農業士・青年農業士・女性アドバイザー キ．基本構想水準到達者（法人の場合は役員等）

【推薦の理由】

（代表者）

　　年　　月　　日（満　　才）

住　　　所 職　　業

輪之内町農業委員会委員候補者推薦書
　　年　　月　　日

生年月日（満年齢）

　　年　　月　　日（満　　才）

【連絡先】固定電話：　　　　　　　　（　　　　　　　）　　　　　 携帯電話：　　　　　（　　　　　　　）

氏　　　名 住　　　所 職　　業

　③　認定農業者に準ずる者

　②　認定農業者である法人の業務執行役員または重要な使用人（農場長等）

【農地利用最適化推進委員への推薦の有無】 無　　・　　有（推薦地区名：　　　　　　　　　　　）

　　年　　月　　日（満　　才）

生年月日（満年齢）

　　年　　月　　日（満　　才）

【連絡先】固定電話：　　　　　　　　（　　　　　　　）　　　　　

【経歴】

【農業経営の状況】（耕作面積、作目、農業従事日数、農業所得額等）

【認定農業者等の該当】（③は、ア～キの該当するもの全てに○印）

　①　認定農業者（個人）

携帯電話：　　　　　（　　　　　　　）

氏　　　名



様式第２号（第４条関係） （団体推薦書）

輪之内町長　様

輪之内町農業委員会委員候補として下記の者を推薦します。

推薦者

人

被推薦者

性別

ア．認定農業者のＯＢ（法人の場合は役員等）

　　イ．認定農業者の経営に参画する親族 ウ．認定就農者（法人の場合は役員等）

　　エ．集落営農の役員 オ．人・農地プランの中心的経営体（法人の場合は役員等）

　　カ．指導農業士・青年農業士・女性アドバイザー キ．基本構想水準到達者（法人の場合は役員等）

輪之内町農業委員会委員候補者推薦書
　　年　　月　　日

構成員の数

【代表者連絡先】固定電話：　　　　　　（　　　　　　　）　　　　　 携帯電話：　　　　　（　　　　　　　）

組織の名称 代表者または管理人の役職・氏名

【農業経営の状況】（耕作面積、作目、農業従事日数、農業所得額等）

氏　　　名 生年月日（満年齢） 住　　　所 職　　業

【連絡先】固定電話：　　　　　　　　（　　　　　　　）　　　　　 携帯電話：　　　　　（　　　　　　　）

【経歴】

【構成員たる資格その他組織の性格を明らかにする事項】

　③　認定農業者に準ずる者

【認定農業者等の該当】（③は、ア～キの該当するもの全てに○印）

【組織の目的】

　①　認定農業者（個人）

　②　認定農業者である法人の業務執行役員または重要な使用人（農場長等）

【推薦の理由】

【農地利用最適化推進委員への推薦の有無】 無　　・　　有（推薦地区名：　　　　　　　　　　　）

　　年　　月　　日（満　　才）



様式第３号（第５条関係）

輪之内町長　様

輪之内町農業委員会委員候補として下記のとおり応募します。

性別

ア．認定農業者のＯＢ（法人の場合は役員等）

　　イ．認定農業者の経営に参画する親族 ウ．認定就農者（法人の場合は役員等）

　　エ．集落営農の役員 オ．人・農地プランの中心的経営体（法人の場合は役員等）

　　カ．指導農業士・青年農業士・女性アドバイザー キ．基本構想水準到達者（法人の場合は役員等）

輪之内町農業委員会委員候補者応募申込書
　　年　　月　　日

氏　　　名 生年月日（満年齢） 住　　　所 職　　業

　　年　　月　　日（満　　才）

【連絡先】固定電話：　　　　　　　　（　　　　　　　）　　　　　 携帯電話：　　　　　（　　　　　　　）

【経歴】

【農業経営の状況】（耕作面積、作目、農業従事日数、農業所得額等）

【応募の理由】

【農地利用最適化推進委員への応募の有無】 無　　・　　有（推薦地区名：　　　　　　　　　　　）

【認定農業者等の該当】（③は、ア～キの該当するもの全てに○印）

　①　認定農業者（個人）

　②　認定農業者である法人の業務執行役員または重要な使用人（農場長等）

　③　認定農業者に準ずる者



様式第１号（第５条関係） （一般推薦書）

輪之内町農業委員会長　様

輪之内町農地利用最適化推進委員候補として下記の者を推薦します。

推薦者

性別

被推薦者

性別

【連絡先】固定電話：　　　　　　　　（　　　　　　　）　　　　　 携帯電話：　　　　　（　　　　　　　）

輪之内町農地利用最適化推進委員候補者推薦書
　　年　　月　　日

氏　　　名 生年月日（満年齢） 住　　　所 職　　業

【推薦する区域】 地区名：　

（代表者）

　　年　　月　　日（満　　才）

【推薦の理由】

　　年　　月　　日（満　　才）

　　年　　月　　日（満　　才）

【農業経営の状況】（耕作面積、作目、農業従事日数、農業所得額等）

氏　　　名 生年月日（満年齢） 住　　　所 職　　業

　　年　　月　　日（満　　才）

【農業委員会委員への推薦の有無】 無　　　・　　　有

【連絡先】固定電話：　　　　　　　　（　　　　　　　）　　　　　 携帯電話：　　　　　（　　　　　　　）

【経歴】



様式第２号（第５条関係） （団体推薦書）

輪之内町農業委員会長　様

輪之内町農地利用最適化推進委員候補として下記の者を推薦します。

推薦者

人

被推薦者

性別

輪之内町農地利用最適化推進委員候補者推薦書
　　年　　月　　日

構成員の数

【推薦する区域】 地区名：　

組織の名称 代表者または管理人の役職・氏名 代表者等の住所

【経歴】

【農業経営の状況】（耕作面積、作目、農業従事日数、農業所得額等）

氏　　　名 生年月日（満年齢） 住　　　所 職　　業

　　年　　月　　日（満　　才）

【農業委員会委員への推薦の有無】 無　　　・　　　有

【連絡先】固定電話：　　　　　　　　（　　　　　　　）　　　　　 携帯電話：　　　　　（　　　　　　　）

【推薦の理由】

　

【代表者連絡先】固定電話：　　　　　　（　　　　　　　）　　　　　 携帯電話：　　　　　（　　　　　　　）

【組織の目的】

【構成員たる資格その他組織の性格を明らかにする事項】



様式第３号（第６条関係）

輪之内町農業委員会長　様

輪之内町農地利用最適化推進委員候補として下記のとおり応募します。

性別

輪之内町農地利用最適化推進委員候補者応募申込書
　　年　　月　　日

氏　　　名 生年月日（満年齢） 住　　　所 職　　業

【応募する区域】 地区名：　

【農業委員会委員への応募の有無】 無　　　・　　　有

【応募の理由】

【経歴】

【農業経営の状況】（耕作面積、作目、農業従事日数、農業所得額等）

　　年　　月　　日（満　　才）

【連絡先】固定電話：　　　　　　　　（　　　　　　　）　　　　　 携帯電話：　　　　　（　　　　　　　）



承 諾 書 

 

 私は、農業委員会の委員に任命または委嘱を受けるため、輪之内町及び輪

之内町農業委員会が、農業委員会等に関する法律第８条第４項及び第１８条

第４項の規定に基づき、必要な調査が行われることを承諾します。 

尚、それらの必要な調査により何らかの問題が生じた場合には、すべて当

事者間で解決することを約束します。 

 

 

輪之内町長 様 

輪之内町農業委員会長 様 

 

令和  年  月  日 

 

  住 所 

 

         本籍地 

 

         生年月日  昭・平   年  月  日（  歳） 

 

         電話番号  

 

 

         署 名                  ㊞ 

                                  

 

《参考》農業委員会等に関する法律（抜粋） 

 (委員の任命) 
第八条 委員は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の
所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者のうちから、市町村長が、議会の同意を得て、
任命する。 
２ 委員の定数は、農業委員会の区域内の農業者の数、農地面積その他の事情を考慮して政令で定める基準に 
 従い、条例で定める。 
３ 前項の定数の変更は、委員の任期満了の場合でなければ、行うことができない。 
４ 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。 
 一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 
 二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

～（略）～ 
 (農地利用最適化推進委員の委嘱) 
第十八条 推進委員は、非常勤とする。 
２ 推進委員の定数は、農地等として利用すべき土地の農業上の利用並びに農地等の利用の効率化及び高度化 
 の状況その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、条例で定める。 
３ 前項の定数の変更は、推進委員の任期満了の場合でなければ、行うことができない。 
４ 第八条第四項各号のいずれかに該当する者は、推進委員となることができない。 
５ 推進委員は、委員と兼ねることができない。 



確  約  書 

  

 

 私は、次の①の各号のいずれかに該当し、若しくは②の各号のいずれかに

該当する行為をし、又は①に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判

明した場合には、輪之内町農業委員または農地利用最適化推進委員を解任さ

れても異議を申しません。また、これにより損害が生じた場合は、一切私の

責任といたします。 

 

①  現在次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ、将来に渡っても該

当しないことを確約します。 

 ア 暴力団 

 イ 暴力団員 

 ウ 暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者 

 エ 暴力団準構成員 

 オ 暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集

団等に属している者 

 カ その他前各号に準ずる者 

② 自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを

確約します。 

 ア 暴力的な要求行為 

 イ 法的な責任を超えた不当な要求行為 

 ウ 職務に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

 エ 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて貴町の信用を毀損し、又は

貴町の業務を妨害する行為 

 オ その他前各号に準ずる行為  

 

          

輪之内町長 様 

輪之内町農業委員会長 様 

 

令和  年  月  日 

 

         住 所 

 

         署 名                  ㊞ 

                                  


