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※開会前：農業委員会委員の選任に伴う辞令交付式

１

開

会

只今より平成２９年度倉吉市農業委員会臨時総会を開催致
します。
藤原 事務局長
本日の進行役を務めます、農業委員会事務局の藤原でござい
ます。よろしくお願いします。
２ 市長あいさつ

藤原 事務局長

石田 倉吉市長

本日は「農業委員の任期満了による任命後、初めての会議」
ですので、会議開催に先立ちまして、本日会議を招集されまし
た石田耕太郎倉吉市長より、あいさつをいただきます。よろし
くお願い致します。
あいさつ

－（内容省略）－

３

委員等の自己紹介
どうもありがとうございました。会議開会に先立ちまして、
委員皆様のご紹介を行いたいと思いますので、よろしくお願い
致します。
藤原 事務局長
それでは、着席の順に、番号１番の谷本委員から順次お願い
致します。
委員全員
藤原 事務局長
事務局全員

（着席番号順に自己紹介）
どうもありがとうございました。次に事務局の職員を紹介致
させていただきます。
（職員自己紹介）

４

議事
第１

臨時議長の紹介
それでは只今より、会議に入らせていただきます。本日は、
選任後初めての会議でございますので、新会長が決まるまでの
間議長の職務を行うものがいないため、臨時の議長を地方自治
法第１０７条の規定を準用いたしまして、年長委員が臨時に議
長を行うことにしております。
本日の出席委員の中では、福井章人委員が年長の委員でござ
藤原 事務局長 います。福井章人委員、議長席の方へご着席お願います。
臨時議長も決まりましたので、石田市長におかれましては退
席されることをお許し下さい。
（福井委員
（石田市長

議長席 着席）
退室）

只今、ご指名を受けました福井章人でございます。会長が決
まるまで、私が臨時議長の職務を務めさせていただきます。
それでは只今から、平成２９年度倉吉市農業委員会臨時総会
の議事に入らせていただきます。
これからの議事日程についてお諮り致します。
臨時議長のもとで行う議案日程は、
福井 臨時議長

第２
第３

委員仮議席の指定
選挙第１号 倉吉市農業委員会会長選挙について

の２件を審議させていただきます。ご異議ありませんか。
（異議なしの声）
ありがとうございます。
第２ 委員仮議席の指定
それでは、日程「第２ 委員仮議席の指定」を行います。只
今、ご着席の議席を仮議席として指定を致します。よろしいで
しょうか。
福井 臨時議長
（異議なしの声）

第３

只今、ご着席の議席を仮議席として指定しました。
選挙第１号 倉吉市農業委員会会長選挙について

次に、日程「第３ 選挙第１号 倉吉市農業委員会会長選挙」
を行います。
会長選挙の方法は、倉吉市農業委員会規程第４条第１項の規
定により「無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をも
って当選人とする。ただし、得票数が同じである時は、くじで
定める。」となっております。また、同規程第４条第２項の規
定により、「委員中に異議のない時は、前項の選挙について指
名推薦の方法を用いることができる。」となっております。
福井 臨時議長
まずは、「指名推薦」の方法で、皆様から氏名推薦があるか
ないか、皆様にお諮りすることとしてよろしいでしょうか。
（異議なしの声）
異議がないようです。指名推薦があった場合、委員全員が異
議のない時は、投票によらないこととなりますが、指名推薦は
ありませんか。はい、鐵本委員。
鐵本 委員

１１番鐵本です。山脇優委員を推薦させていただきたいと思
います。

福井 臨時議長

只今、１１番鐵本委員から３番山脇委員の指名推薦がありま
した。皆さんどうでしょうか。はい、金信委員。

金信 委員

今日から新しい制度で農業委員会がスタートした訳でござ
いまして、今回の新体制の移行というのは、円滑に、しかもス
ムーズにということで、一番大事な時期でございますので。そ
して、委員会がこれまで以上に機能を果たしていくことが、今
後求められていると思いますので、このような観点から申し上
げますと、昨日まで会長をしておられた山脇委員に引き続き、
会長の職についていただいて、その任にあたっていただきたい
と私の意見であります。
山脇委員の指名推薦がありましたが、委員全員の異議がない
ことを確認するために、起立により採決を行いますので、異議
のない方はご起立をお願いします。

福井 臨時議長

（全員起立）
皆さん承認されましたので、よって、山脇委員が指名推薦に
より会長に当選されました。ご承諾であれば、ご就任のあいさ
つをお願い致します。

山脇 新会長

新会長就任あいさつ

－（内容省略）－

福井 臨時議長
第４

以上で、臨時議長の職務は終了致しました。議事進行にご協
力いただきありがとうございました。それでは、議長を交代致
します。

選挙第２号

倉吉市農業委員会会長職務代理者選挙について
それでは再開させていただきます。今後は、私の方で議事
を進行させていただきます。
これからの議事日程についてお諮りいたします。
まず初めに「第４ 選挙第２号 倉吉市農業委員会会長職務
代理者選挙について」お諮りいたします。
その他、
第５ 委員議席の決定
第６ 議事録署名委員の決定について
第７ 農地利用最適化推進委員の委嘱について
第８ その他
各議題がございますが、日程に従って進行することにご異議
ございませんか。

山脇 議長

（異議なしの声）
ご異議なしと認めます。よって、以上を本日の日程とするこ
とに決定致しました。
続きまして、先程の「第３ 選挙第１号 倉吉市農業委員会
会長選挙について」がありましたが、選挙第２号で職務代理者
の選挙について皆様にお諮り致します。
まずは、「指名推薦」の方法で、するかしないかについて、
皆様にお諮りしてよろしいでしょうか。
（異議なしの声）
異議がないようです。指名推薦による職務代理者の選挙につ
いて、皆さんのご意見をお聞きします。はい、林委員。

林

７番林です。今日の議案を頂戴いたしまして、メンバー表を
見ましたところ、男性の方は甲乙付けがたいというメンバーで
ございまして、誰がなられてもよろしいかなと思っておりまし
たけれども、先程の山本委員のご挨拶の中に、女性が３名、そ
れから開かれた農業委員会ということで、新しい職務代理は女
性を推薦したいと思っております。お三方でございますけど
も、一番ベテランの藤井委員を推薦したいと思いますので、よ
ろしくお願いします。
只今、林委員の方から職務代理者について、ベテランの藤井
由美子委員の指名推薦がありました。他にございませんか。

委員

（異議なしの声）

山脇 議長

ないようですので、皆さんのご起立にもって、賛成の方はご
起立をお願いします。
（全員起立）
１９名全員賛成ということで認めます。よって、藤井由美子
委員を会長職務代理者として皆さんに推薦されまして当選さ
れました。新会長職務代理者さん一言あいさつをお願い致しま
す。

藤井 新職務代理

新会長職務代理者就任あいさつ

－（内容省略）－

第５

委員議席の決定
それでは、日程「第５ 委員議席の決定」についてでござい
ます。
仮議席ということですが、議席について、正式に決めたいと
思います。今のままで良いか再度くじで決めるか、皆さんにお
諮り致します。今のままで良いと思う方は挙手をお願いしま
す。
山脇 議長
（全員挙手）
全員賛成ですので、今の仮議席を委員議席として決定いたし
ます。正式な議席が決定致しましたので、読み上げますので確
認して下さい。
藤原 事務局長
第６

（議席番号順に読み上げ）

議事録署名委員の決定

続いて、「第６ 議事録署名委員の決定」でございます。
議事録署名委員の指名につきましては、こちらから指名でよ
ろしいでしょうか。
山脇 議長

（異議なしの声）

異議なしということでございますので、
１番 谷本委員
２番 德田委員
本日の議事録署名委員をお願い致します。
第７ 農地利用最適化推進委員の委嘱
次に、日程「第７ 農地利用最適化推進委員の委嘱について」
山脇 議長
委員の皆様にお諮り致します。それでは事務局より説明をお願
いします。

藤原 事務局長

そうしますと、議案７ページになります。農地利用最適化推
進委員の委嘱についてということで、
第１地区 髙見美幸、涌嶋博文
第２地区 塚根正幸、田倉恭一
第３地区 西谷昭良、小谷俊一
第４地区 山下賢一、小谷義則
第５地区 影山卓司
以上９名を提案させていただきます。なお別冊でプロフィー
ルをお配りしておりますので参考にご覧ください。
なお、選考までの経過ですが、昨年の１２月に議会の同意を
いただきまして、推進委員数９人が決定いたしました。３月１
５日から公募を始めまして、２回の募集延長ののち、最終的に
６月１５日に定数の９名に達しました。７月３日に候補者の評
価委員会を開催していただきまして、その中で特に定数を超え
ていないということで、評価委員会からの意見はございません
でした。以上が経過でございます。よろしくお願いします。
只今、農地利用最適化推進委員の委嘱について、事務局より
説明がございました。議案に対するご意見・ご質問はございま
せんか。

山脇 議長

（異議なしの声）
異議なしと認め、農地利用最適化推進委員の委嘱については
承認と致します。

第８

その他

山脇 議長

それでは、その他の項に入ります。あて職の農業委員会の委
員を決めないといけませんので、それについて皆さんにお諮り
をさせていただきます。
まず、はじめに私の方から案としては、委員の皆さんの中か
らそれぞれ出ていただくのが一番いいかなと思います。会長、
職務代理ばかりではなくて、皆さんこういう会議に出ていただ
いたほうがいいでないかと私は、方針を持っておりますがいか
がでしょうか。
（異議なしの声）

美田 委員

それでは、１）倉吉市都市計画審議会委員の決定についてで
ございます。
どなたか出てみようかなという方はおられませんか。なかっ
たら指名してもよろしいですか。はい、美田委員。
８番美田です。都市計画ということですので、該当する地区
の方が良いでないでしょうか。例えば、灘手は都市計画関係な
いですし。上井、倉吉地区の辺りの方が良いでないかなと思い
ます。

山脇 議長

分かりました。今、都市計画に入るのは上井ですね。都市計
道路に指定されました、神鋼の前から金毘羅山の前を通って短
大の上り口に行く道路、あれが今ちょこちょこ都市計道路で出
ていますが、後は、都市計の道路としては高規格道路３１３号
小鴨、上小鴨のところです。はい、１５番福井委員。

福井 委員

１５番福井です。私が、させていただきたいと思います。

山脇 議長

福井委員から、自分が都市計画審議会委員になられるという
ことですので、よろしくお願いします。
続きまして、２）倉吉市農業再生協議会会員の決定でござい
ます。皆さんの方でやってみたいなという方はおられません
か。

原田 委員

はい、私が出ます。

山脇 議長

それでは、１７番原田委員よろしくお願いします。
続きまして、３）倉吉市農業者年金加入推進部長。はい８番
美田委員。

美田 委員

農業者年金を実際に貰っておられる方、貰える資格がある方
で発言力がないといけんでないかなと思います。

山脇 議長

山脇 議長

ここで農業者年金を受給されておられる方は、谷本委員一人
ですか。谷本委員にお願いしましょうか。
それでは、第８の議題につきましては、
１）倉吉市都市計画審議会委員 福井章人 委員
２）倉吉市農業再生協議会会員 原田明宏 委員
３）倉吉市農業者年金加入推進部長 谷本貴美雄 委員
ということに決定致しました。
続きまして、各地区の代表委員を決定させていただきます。
各地区代表を、第１、第２、第３、第４、第５地区で話し合っ
ていただきます。それで、休憩時間に入りますが、各専門委員
会の委員の選任については、事務局と会長・職務代理で決めさ
せていただいてもよろしいでしょうか。一緒に会長、副委員長
も決定させていただいてもよろしいでしょうか。
（異議なしの声）

藤原 事務局長

山脇 議長
※

それでは、上北条・上井・西郷・倉吉地区は隣の部屋。灘手・
社も隣の部屋です。

休憩

委員全員
※

それでは只今から、皆さんが代表を決める間に一緒に決めさせ
ていただきますので休憩に入ります。
ここ一つでは狭いので、隣の議会会議室も使えるようにして
おりますので、人数の多い第１地区と第２地区は隣の会議室で
代表を決定いただければと思います。

（５地区に分かれて協議）
（会長、職務代理、事務局で各専門委員会の委員を協議）

休憩終了

事務局職員

山脇 議長

（各専門委員名簿、現地調査日程表、農家相談当番表を配布）
それでは再開致します。まず始めに、各地区代表委員を発表
して下さい。
（各地区代表発表）
第１地区
２番 德田 和幸 委員
第２地区 １２番 筏津 純一 委員
第３地区 １４番 金信 正明 委員
第４地区 １３番 數馬
豊 委員
第５地区 １１番 鐵本 達夫 委員
続きまして、先程、別冊で配りました各専門委員会の構成に
ついて、事務局長より読み上げて下さい。

只今、お配りしましたが、敬称は省略させていただきます。
（以下読み上げ）
総務委員会
委員：山脇会長、藤井職務代理、西谷委員、福井委員
河本委員、松本委員、山根委員、鐵本委員
委員長：鐵本委員 副委員長：松本委員
藤原 事務局長

編集委員会
委員：藤井職務代理、吉村委員、室山委員、山本委員
林委員、原田委員
委員長：林委員
副委員長：山本委員
企画委員会
委員：山脇会長、藤井職務代理、德田委員、筏津委員
美田委員、金信委員、數馬委員、谷本委員
委員長：金信委員
副委員長：美田委員

山脇 議長

それでは皆さんご存知かと思いますが、今までありました違
反転用対策委員会は総務委員会の中に含めて、総務委員会の中
で違反転用の対策をするということでございます。先程発表し
た通りの委員長のもとに、３年間各委員会頑張っていただきた
いと思いますので、よろしくお願いします。異議ございません
か。
（異議なしの声）

藤原 事務局長
山脇 議長

藤原 事務局長

異議なしということですので、承認とさせていただきます。
続きまして、現地調査日程表をご覧ください。事務局。
現地調査日程表、農家相談当番表を発表させていただきま
す。
－（内容省略）－
他にこちらからありませんか。事務局。
別冊の４ページですが、担当地区の割当を決めております。
事務局としては今までの小さい地区割りというのは考えてお
りません。必要に応じてそれぞれの地区でご検討いただきたい
と思います。
それから、９ページからは農業委員会の慶弔内規、会議規則、
会議規律を載せております。こちらは、また後でご覧いただけ
ればと思います。

藤原 事務局長

山脇 議長

藤原 事務局長

山脇 議長

山脇 議長
６

閉

それから、今日お配りしましたが、農業委員会の活動記録カ
ードを、今後活動していただいた時にはこの記録カードに概要
を書いていただいて、事務局へ提出をお願いしたいと思いま
す。
それと、８月１日に午後４時からシティホテルで今日決定を
致しました、推進委員９名の委嘱状の交付式と、その後、農業
会議の倉益局長を講師に招いて合同研修会を計画しておりま
す。午後５時から退任された方も来ていただいて、歓送迎会も
計画しておりますのでよろしくお願いします。
そういうことで、今ある計画について、８月１０日の農業委
員会と８月末の農地パトロールがありますので。農地パトロー
ルは倉吉市全域にあたってのパトロールになります。推進委員
も出ます。
先程会長からもありましたように、農地パトロールを８月３
０日に計画をしております。
あと視察のことがあるので、できれば８月１０日の会議後に
企画委員会をと事務局の方では思っておりますでよろしくお
願いします。
１１月の１６日、１７日に、県外研修を計画しておりまして、
滋賀県の方に行くようにしております。詳しい内容は、８月１
０日の農業委員会が終わった後に企画委員会をしていただい
て、詳しい内容を決めていただきたいと思います。新しい方に
つきましては、初めてだと思いますけども、年間１回はバスで、
県外研修行くわけです。それで、県外の農業施設とかそういう
所に研修に行って、一泊して懇親を深めて帰ってきます。計画
は１１月に予定しております。
それから、県内研修は１日がかりでやります。もう一点言っ
ておきたいのは、県外研修もこれはひとつの公務ですので、欠
席がないように、すべて日当等も付いておりますので。旅費の
ほうにいってしまいますけども。市からの予算でバス代も出て
おりますので、公務ということで頭に入れておいて、必ず出席
していただきますようにお願い致します。
皆さんの方から何かございませんか。今まで通りと変わらな
いと思いますので、ただ人数が減ったのはちょっと大変だなあ
というのが若干あると思います。

会

山脇 議長

その他ありませんか。それではないようですので、これをも
ちまして臨時総会を閉会致します。
午後２時５０分

閉会

