
令和元年度 倉吉市農業委員会定期総会議事録

○ 日 時 令和元年５月１０日（金）午後４時００分～午後４時４０分

○ 場 所 倉吉市役所 大会議室

○ 議 長 ３番 山脇 優 会長

○ 署名委員 １６番 西谷 美智雄 委員

１７番 原田 明宏 委員

○ 出席委員
（２６人）

農業委員

１番 谷本貴美雄 委員 ２番 德田和幸 委員 ３番 山脇 優 委員

４番 松本幸男 委員 ６番 室山恵美 委員 ７番 林 修二 委員

８番 美田俊一 委員 ９番 藤井由美子 委員 １０番 河本良一 委員

１１番 鐵本達夫 委員 １２番 筏津純一 委員 １３番 數馬 豊 委員

１４番 金信正明 委員 １５番 福井章人 委員 １６番 西谷美智雄 委員

１７番 原田明宏 委員 １８番 山本淑恵 委員 １９番 吉村年明 委員

農地利用最適化推進委員

涌嶋博文 委員 塚根正幸 委員 田倉恭一 委員 西谷昭良 委員

小谷俊一 委員 山下賢一 委員 小谷義則 委員 影山卓司 委員

○ 欠席委員 推進委員 髙見美幸 委員

１ 開 会

森石 事務局長
只今から、令和元年度倉吉市農業委員会定期総会を開会致し

ます。

２ 倉吉市農業委員会憲章朗読

森石 事務局長

始めに、倉吉市農業委員会憲章を朗読致します。山脇会長の

朗読に続きまして、出席者全員でご唱和をお願い致します。ご

起立願います。

山脇 会長

それでは、指名がございましたので、私のほうで農業委員会

憲章を先導致します。「農業委員会は」と言いますので、続けて

皆さんご唱和ください。

全員 （倉吉市農業委員会憲章を朗読）

山脇 会長 ありがとうございました。

３ 会長あいさつ

森石 事務局長
ありがとうございました。続きまして、日程３の会長挨拶に

入ります。山脇会長が挨拶を申し上げます。

山脇 会長 あいさつ ‐（内容省略）



森石 事務局長 ありがとうございました。

４ 来賓あいさつ

森石 事務局長

続きまして、日程４の来賓の挨拶に入ります。本日ご臨席い

ただきました、ご来賓の皆様よりご挨拶を賜りたいと思います。

初めに、倉吉市長 石田耕太郎様よりご挨拶をお願い致しま

す。

石田 市長 あいさつ ‐（内容省略）

森石 事務局長
どうもありがとうございました。続きまして、倉吉市議会議

長 坂井徹様よりご挨拶をいただきます。

坂井 市議会議長 あいさつ ‐（内容省略）

森石 事務局長
どうもありがとうございました。続きまして、鳥取中央農業

協同組合 参事 藤原治様をご紹介致します。

藤原 参事 あいさつ ‐（内容省略）

森石 事務局長 どうもありがとうございました。

５ 祝電披露

森石 事務局長 続きまして、日程５の祝電披露に入ります。

隅 主任

失礼します。本日、祝電をいただいておりますので、私から

ご披露させていただきます。

（祝電朗読：衆議院議員 石破 茂 様より）

（祝電朗読：内閣府大臣政務官参議院議員

舞立 昇治 様より）

以上でございます。

森石 事務局長

ありがとうございました。

ここで、石田市長、坂井議長は、別件の公務のために退席さ

れます。

ありがとうございました。

（石田市長、坂井議長 退室）



※ 総会の成立宣言

森石 事務局長

そうしますと、本日の総会の成立を宣言致します。本日の総

会に出席されました委員は１８人でございます。従いまして、

農業委員会等に関する法律第２７条第３項によりまして、委員

の過半数が出席されておりますので、総会の成立したことを宣

言致します。

６ 議長選出

森石 事務局長

続きまして、日程６の議長選出についてでございますが、倉

吉市農業委員会会議規則第３条の規定によりまして、会長が議

長となって議事を進行するということとなっておりますので、

山脇会長によろしくお願いしたいと思います。

山脇 議長

それでは、会議規則により議長の指名を受けましたので、議

長を務めさせていただきます。委員の皆様方のご協力のほど、

よろしくお願い申し上げます。

山脇 議長

それでは、日程に従いまして進行したいと思います。本日の

日程につきまして、お手元にお届けしております、令和元年度

定期総会議案の日程７番から９番までを本日の日程とすること

に、ご異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしということでございますので、進行させていただき

ます。

７ 議事録署名委員及び書記の決定

山脇 議長

それでは、議事録署名委員及び書記の決定でございますが、

私から指名させていただいてよろしゅうございますか。

（異議なしの声）

異議なしということでございますので、議事録署名委員に

１６番 西谷 美智雄 委員

１７番 原田 明宏 委員。よろしくお願い致します。

書記につきましては、農業委員会事務局職員にお願い致しま

す。

８ 報 告

（１）平成３０年度倉吉市農業委員会事業について



山脇 議長

続きまして、日程８番の平成３０年度倉吉市農業委員会事業

報告についてでございます。藤井会長職務代理より報告をお願

い致します。

藤井 会長職務代理 説明 ‐（内容省略）

山脇 議長

只今、３０年度の事業報告をしていただきましたが、皆さん

の方で何かございますか。ご存知のように、労働標準賃金を、

農作業労働標準賃金表ということでございますが、昨年１２月

に農業委員会は私、そして、農事組合長会の会長、副会長、普

及所、それから、営農センター長等いろいろ集まっていただき

まして協議した結果、各、田植え、耕耘、コンバイン等、１０

ａあたり５００円アップになっております。過去を辿ってみる

と、過去２０年間ぐらい据え置きになっとったということで、

燃料も大幅アップしておりますので、上げたほうがいいでない

かという声がありまして、標準賃金表にあるとおりに上げてお

ります。そしてまた、賃金も、労務費でございますが、時給８

００円でございましたのを５０円アップの８５０円に上げまし

て、１日あたり６,８００円というような日給ということになり

ましたので、ご承知いただければと思っております。

９ 議 事

（１）議案第１号 令和元年度倉吉市農業委員会事業計画（案）について

山脇 議長

それでは、只今の報告事項につきましてはないようですので、

続きまして、議案第１号の令和元年度倉吉市農業委員会事業計

画（案）について、企画委員長よりお願い致します。

金信 企画委員長 説明 ‐（内容省略）

山脇 議長

それでは、今、事業計画等につきまして企画委員長から説明

がございました。それにつきまして、皆さんから何かございま

すでしょうか。意見等ございませんか。

（なしの声）

ないようでしたら、承認される方の挙手をお願い致します。

（賛成者 挙手）

ありがとうございました。全員賛成ということで承認といた

します。



（２）議案第２号 その他

山脇 議長

次に、議案第２号でございます。その他の項でございますが、

何かありましたらご提案してください。事務局はございません。

皆さんで何かその他の項でありましたら。いい機会ですので。

ありませんか。

（なしの声）

毎月、例会で話が出ておりますので、別段これといったこと

はないと思います。

１０ その他

１１ 閉 会

山脇 議長

それでは、令和元年度の定期総会につきましては、これで閉

会といたします。どうもありがとうございました。

（拍手）

午後４時４０分 閉会


