
令和２年度 倉吉市農業委員会臨時総会議事録

○ 日 時 令和２年７月２０日（月）午後１時３０分～午後２時４０分

○ 場 所 倉吉市役所 第２庁舎 会議室３０２

○ 臨時議長 ８番 福井 章人 委員

○ 議 長 １５番 山脇 優 会長

○ 署名委員 １番 早田 博之 委員

２番 髙見 美幸 委員

○ 出席委員
（１９人）

１番 早田 博之 委員 ２番 髙見 美幸 委員 ３番 船越 省吾 委員

４番 金信 正明 委員 ５番 吉村 年明 委員 ６番 藤井由美子 委員

７番 河野 正人 委員 ８番 福井 章人 委員 ９番 鐵本 達夫 委員

１０番 衣笠健一郎 委員 １１番 室山 恵美 委員 １２番 山下 賢一 委員

１３番 筏津 純一 委員 １４番 松本 幸男 委員 １５番 山脇 優 委員

１６番 山田 有宏 委員 １７番 原田 明宏 委員 １８番 數馬 豊 委員

１９番 美田 俊一 委員

※開会前：農業委員会委員の選任に伴う辞令交付式

１ 開 会

森石 事務局長

只今より令和２年度倉吉市農業委員会臨時総会を開催致し

ます。

本日の進行役を務めます、農業委員会事務局長の森石でござ

います。どうぞよろしくお願い致します。

２ 市長あいさつ

森石 事務局長
会議開催に先立ちまして、石田耕太郎倉吉市長樣より、あい

さつをいただきます。よろしくお願い致します。

石田 倉吉市長 あいさつ －（内容省略）－

３ 委員等の自己紹介

森石 事務局長

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

様のご紹介と事務局職員の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。

それでは、着席の順に、番号１番の早田委員から順次自己紹

介をお願い致します。

委員全員 （着席番号順に自己紹介）



森石 事務局長
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さ

せていただきます。

事務局全員 （職員自己紹介）

４ 議事

第１ 臨時議長の紹介

森石 事務局長

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

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 議長席 着席）

（石田市長 退室）

福井 臨時議長

只今、臨時議長に指名され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、令和２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、

第２ 委員仮議席の指定

第３ 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

福井 臨時議長

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。

（異議なしの声）

只今、ご着席の議席を仮議席として指定しました。

第３ 選挙第１号 倉吉市農業委員会会長選挙について

福井 臨時議長

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。

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、４番金信委員。



金信 委員

先ほどありましたように、指名推薦の方法で決定をしたいと

いう具合に思っております。

それから先ほどの市長さんの挨拶の中にも、重要性を増す農

業委員会の業務として農地利用の最適化ということがこれま

で以上に求められとると。その中身は言うまでもなく担い手へ

の集積・集約化であります。そして、もう１つは遊休農地、耕

作放棄地の増大を防ぐということが求められておるところで

あります。ご案内のように、毎月の定例会議の中にあっせん申

請が、ここ数年非常に件数が多くなってきているのが実態であ

りまして、その中身たるや、耕作してきたけど高齢になって後

継者もいない状況の中で誰かに買って欲しいと、あるいは、作

って欲しいという中身がほとんどであります。これがスムーズ

になればいいんですが、なかなかそう簡単にならないというこ

とで。これを一筆でも解消していくという努力が農業委員とし

て求められているわけであります。

このような状況の中で、農業委員会の果たすべき使命あるい

は機能、重要性を考えますと農業委員会の先頭に立つ会長は力

量が問われていると言っても過言ではないと思いますので、昨

日まで会長でありました山脇委員を引き続き会長として推薦

したいと思いますので、委員全員の皆さんの圧倒的な賛成でも

って、ご賛同頂くようお願いをして発言を終わります。

福井 臨時議長

只今、山脇委員の指名推薦がされておりますが、これに対し、

皆様の挙手により、諮りたいと思いますが、いかがでしょうか。

（異議なしの声）

それでは、委員全員の異議がないことを確認するために、挙

手により採決を行いますので、賛成される方の挙手をお願いし

ます

（全員挙手）

全員挙手ですので、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

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。



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

山脇 議長

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。

（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。

まず「第４ 選挙第２号 倉吉市農業委員会会長職務代理者

選挙」を行います。

先ほどの会長選挙の時にもありましたが、会長職務代理者の

選挙方法は、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ときは、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ときは、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。いかがいた

しましょうか。まずは、「指名推薦」の方法ですることについ

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、４番金信委員。



金信 委員

会長の選挙のところで申し上げましたように、昨日まで職務

代理者でありました藤井さんに引き続きお願いをしたいと思

います。特に昨日までは女性の委員がもう１名おられまして３

名でしたけど、今日から１名減になっております。そういった

意味からもぜひ女性の力を職務代理者として発揮していただ

ければということで。引き続き藤井委員に職務代理者になって

頂くようお願い致します。推薦を致します、以上です。

山脇 議長

只今、４番金信委員より推薦の言葉がございました。昨日ま

で職務代理だった藤井由美子委員を推薦したいということで

ございますが、これにつきまして他の皆さまのご意見ございま

せんか。

（異議なしの声）

異議なしのようですので、藤井由美子委員の会長職務代理の

推薦について、賛成の方の挙手を求めます。

（全員挙手）

全員賛成でございますので、会長職務代理者は藤井由美子委

員に決定をさせて頂きます。新会長職務代理者さんあいさつを

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

山脇 議長

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。

議席につきましては、倉吉市農業委員会会議規則第４条の規

定により、「議席は、あらかじめ、くじで定める。」となってお

り、受付の際に「あらかじめ抽選」をしていただいております

ので、その順番をもちまして議席といたしたいと考えますが、

これについてご異議ございませんか。

（異議なしの声）

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。



第６ 議事録署名委員の決定

山脇 議長

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。

（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 早田委員

２番 髙見委員

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

山脇 議長

次に、日程「第７ 農地利用最適化推進委員の委嘱について」

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。

森石 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 西谷美智雄、涌嶋博文

第２地区 塚根正幸、田倉恭一

第３地区 山本淑恵、藤原 治

第４地区 林 修二、小谷義則

第５地区 鳥飼 巧

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、農地利用最適化推進委員の公

募は、３月１６日から始めまして、募集期間延長ののち、６月

１５日に、定数の９名に達しました。

６月２５日に農地利用最適化推進委員候補者評価委員会を

開催し、応募、推薦のあった者９名を農地利用最適化推進委員

として委嘱することは、妥当であると判断しました。

以上が経過でございます。よろしくお願いします。

山脇 議長

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。賛成の方の挙手を求めます。

（全員挙手）

はい、ありがとうございました。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。

１）倉吉市都市計画審議会委員の決定について。残任期間が

令和４年３月３１日まで残っております。現在は８番の福井委

員になって頂いておりますが、いかがいたしましょうか。お諮

り致します。

引き続き福井委員にお願いをしたいという声がありますが、

いかがでしょうか。

（異議なしの声）

では福井委員にお願いを致します。

続きまして２）倉吉市農業再生協議会会員の決定についてで

す。前回は関金の原田委員が会員として出て頂いております

が、この度改選ですので皆さんにお諮り致します。推薦でもあ

ればしていただければと思います。いかがでしょうか。

松本 委員 引き続いてお願いします。

山脇 議長

はい、１４番松本委員より引き続いてお願いします、という

ことですが、よろしいですか。

（異議なしの声）

それでは１７番原田委員にお願い致します。

続きまして３）倉吉市農業者年金加入推進部長。前任者は農

業委員を退任致しましたので、今度新たにこの中で推薦をして

頂きたいと思います。お諮り致します。立候補されてもいいで

すし。

最近はなかなか若い農業者の加入が少ないですけれど、昨年

は倉吉市で１名ございました。

松本 委員 なかったら１４番松本がやります。



山脇 議長

よろしくお願いします。それでは、倉吉市農業者年金加入推

進部長には１４番松本委員にお願いします。

それからですね次に各地区の代表委員を１人決めてもらい

ます。第１地区上北条・上井・倉吉・西郷から１名、第２地区

灘手・社から１名、第３地区北谷・高城から１名、第４地区小

鴨・上小鴨から１名、第５地区関金から１名をそれぞれちょっ

と話し合っていただきます。

休憩時間に入りますが、その間に各地区集まって話し合いで

出していただければと思います。５分間休憩とします。

※ 休憩

委員全員 （５地区に分かれて協議）

※ 休憩終了

山脇 議長

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 髙見 美幸 委員

第２地区 １３番 筏津 純一 委員

第３地区 ４番 金信 正明 委員

第４地区 １８番 數馬 豊 委員

第５地区 ９番 鐵本 達夫 委員

続きまして、各専門委員というのがございまして、総務委員

会。総務委員会はですね定期総会等の年１回５月に開催されま

す議案、審議の作成、違反転用の委員会も兼ねて総務委員会が

やっております。違反転用をしている人があれば農業委員会へ

呼び出しをして、理由等を聞いたりする会議です。これも総務

委員会の中に入っております。

それから編集委員会は年１回発行致します倉吉市農業委員

会の広報紙の編集委員会です。

企画委員会につきましては県内研修、県外研修等の立案計画

をして頂くのが企画委員会ですので、提案をさせて頂くもので

す。

この委員会等について前回は、会長、職務代理で協議し、提

案をさせて頂きましたが、皆さんで決めるかどう致しましょう

か。



筏津 委員
１３番筏津です。前回どおり会長と職務代理さんで決めてい

ただければと思います。

山脇 議長

只今、１３番筏津委員より会長と職務代理で各委員会、委員

長も決めて発行して頂きたいという意向でございますがいか

が致しましょうか。

（異議なしの声）

それではちょっと５分間休憩と致します。

※ 休憩

委員全員 （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

山脇 議長

大変長らくお待たせ致しました。私の方で読み上げます。読

み上げたものにつきましてはまた後でお配りします。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、髙見委員

福井委員、筏津委員、早田委員、松本委員

金信委員、數馬委員

委員長：金信委員 副委員長：松本委員

企画委員会

委員：山脇会長、藤井職務代理、吉村委員、美田委員

山下委員、山田委員、衣笠委員、鐵本委員

委員長：美田委員 副委員長：山下委員

編集委員会

委員：藤井職務代理、船越委員、室山委員、河野委員

原田委員

委員長：室山委員 副委員長：原田委員

後ほどお配り致しますので、しばらくお待ちください。

では事務局お願いします。



事務局

お配りしておりますが、毎月の現地調査の日程と農家相談会

の当番表になりますので、ご自分の日程を確認して頂いて、都

合が悪い場合は他の委員さんと交代をよろしくお願いします。

それから今後の会議等の予定について、毎月１０日で土日が

絡む場合は金曜日にしておりますけれども、そういった定例会

議が毎月１回あります。８月の２０日に全市一斉の農地パトロ

ールを予定しております。また、１１月１９日、２０日に１泊

２日で県外視察研修を計画しております。コロナ禍の中、情勢

が変わってくればまた変更があるかもしれませんが今のとこ

ろこういった日程で計画しています。

あと、皆さんにお配りしておりますけれども各議案の参考資

料ということで農地を取得する場合の面積要件だとか、転用の

許可要件、非農地証明取り扱い、利用権設定の記入例、農作業

の標準料金や賃借料の平均料金など、参考の資料をお配りして

おります。それから農業委員会業務必携ということで本をお配

りしております。毎年全国農業会議所が発刊しているものでし

て、毎年、お配りしております。農業委員会の業務だとか、農

地パトロールのことが詳しく書いてありますのでご参考にし

ていただけたらと思います。それから、全国農業新聞と農業者

年金のパンフレットも付けておりますのでご参考にして頂け

ればと思います。

今回、新しく委員になられた方については、活動日誌のファ

イルをお渡ししております。特にあっせん活動などを行った際

には活動実績に応じて報酬が出るようになっておりますので、

あっせん活動あるいは、その他の活動があった場合にはこうい

った日誌を記録しておいて、事務局の方に随時出して頂くよう

になりますので、記録の方よろしくお願いします。

山脇 議長

いろいろ説明がございましたが、分からないことがあればま

た聞いていただければというふうに思います。ちなみに８月７

日の研修会は鳥取県農業会議の局長が来て、農業委員会につい

ての研修会を行います。この７日につきましては鳥取県農業会

議の会長も同行するということです。たぶんこの委員会から同

行されるのではないかと思います。

６ 閉 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４０分 閉会


