
第２回 豊岡市農業委員会総会（臨時会）議事録 

令和２年４月 21 日（火）  

（豊岡市役所本庁舎２階大会議室）  

 

議事日程 

 

第１ 委員着席（仮議席 地域・氏名 50 音順）  

第２ 豊岡市長あいさつ 
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日程第４        会期の決定について 
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日程第６        議席の決定について 
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いて 
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11 番  原   清 美      12 番  平 野   薫 

13 番  宮 岡 正 則      14 番  和 田 敏 明 

15 番  井 谷 勝 彦      16 番  大 原 博 幸 



17 番  仲 川 弘 之      18 番  上 坂   定 

19 番  大 谷   均       

 

欠席委員 （なし） 

 

事務局出席職員職氏名 

事務局長…………丸 谷 祐 二      事務局次長………上 阪 善 晴 

主幹兼係長………古 谷 明 仁      主査………………西 田   弥 

主査………………山 口 淳 也 

 

午後１時 30 分開会 

○事務局長 （丸谷 祐二）  定例の総会ですと、 会長に進行役をしていただいておりま

すが、 改選により、 本日から任期が始まりますため、 会長が不在でございます。 僭越で

はありますが、 仮議長が決まりますまでの間、 事務局長の私の方で進行させていただきま

すので、 よろしくお願いいたします。  

 それでは、 お手元の議事日程に沿って始めさせていただきます。  

 ただ今、 お座りの席は、 事務局により、 地域・氏名５０音順で決めさせていただいた、 

仮のものでございます。 正式には、 後ほど議席を決定していただきますので、 ご了承を

お願いいたします。  

 なお、 農業委員改選後の最初の招集は 「農業委員会等に関する法律」 の規定により、 

市長が招集をさせていただいたものでございます。  

 開会に先立ちまして、 豊岡市長 中貝宗治より、 皆様にごあいさつを申し上げます。  

 

  豊岡市長あいさつ 

○市長 （中貝 宗治）  コロナウイルスについては、 いろいろ科学的に分かっているこ

とを着実に積み上げていって、 その上でみんなで知恵を出し合って、 一致協力して結論を

求めていくことだろうというふうに思います。 テレビでは相変わらずあいつは馬鹿だとか

こいつはこうだとか一刀両断の議論が横行しておりますけれども、 みんな分からないんで

す。 みんな分からないのでさまざまな意見を出し合って、 話し合った上で、 より確から

しい結論をみんなで求めていく。 ディベート、 論争ではなくむしろ協同する、 対話をす

ることが大切なのではないかと思っています。 国の方の関係予算も閣議決定がなされまし

た。 兵庫県も昨日、 県の方の予算案が発表されました。 これを受けて豊岡市も今作業中

でありますけれども、 今月の２４日には豊岡市としての対策を予算化をして議会に示し、 

併せて市民のみなさんにお知らせをする、 こういうことにいたしているところです。 さま

ざまなものがあります。 もちろん感染予防、 感染の拡大の防止、 これが１点目です。 （２

つ目） 経済が無茶苦茶になっていますので、 特に企業の場合の資金繰り破たんをどう防ぐ



か。 ３つ目にそこで働いている人たちの雇用をどう守るのか。 さまざまな支払いが矢のよ

うにいろいろな方々に押し寄せていますけれども、 こういったものの猶予をどうするのか。 

それから反転攻勢に対してどのような策を打っていくのか。 さまざまなことがあります。 

さらに最近言われていますのは、 多くの方々が家に籠りきりなものですから、 実は歩く歩

数が減ってきています。 とよおか歩子という携帯のアプリを豊岡市は使っておりまして、 

加入していただいている方々の歩数が、 増えているか減っているか全部分かるんですけれ

ども、 平均数が確実に、 特にご高齢の方々が落ちてきています。 適度な運動がなくなり

ますと、 実は免疫力が弱っていって、 対コロナウイルスの力が弱まるということでござい

ますので、 健康対策をやっていかなければいけない。 そんなふうに分野ごとに把握をしな

がら豊岡市としての対策を打っていきたい、 こう考えているところです。 国の方の一人１

０万円の給付金のことも大変話題になっていますけれども、 １点だけ。 どこかの総理大臣

のように受け取らないなんてことは絶対おっしゃらないでください。 ぜひ受け取ってくだ

さい。 そしてそれをできれば全額豊岡市内でお使いいただきたい。 私は我慢するわと言わ

れますとお金は国に残ったままです。 豊岡に来ません。 一人でも多くの方々にちゃんと１

０万円を豊岡市に持ってきていただいて、 みんな苦しんでいるわけですから、 その１０万

円を市内で使っていただく、 農産物を買っていただく、 お肉を買っていただく。 少し落

着いたら飲み屋にも行っていただく。 そういうことによってみんなのためになりますので、 

どうかここはぜひ受け取って豊岡市内で使っていただきたい、 そんなふうに思っていると

ころです。  

 外を出歩くなという状況になっていますけれども、 農業にもいろいろな影響が出てきて

いると思いますけれども、 比較的にいつものように春がきて、 そしていつものように多く

の方々が畑に出かけ、 そして田んぼの作業を始めておられるんじゃないかと思います。 そ

ういう姿を見ますとなんとなくホッといたします。 今回のコロナウイルス騒動で分かって

きていることは密ですね。 過密の密。 それが急激に価値を失っていくのだろうと思うわけ

です。 逆に疎であること。 過疎の疎です。 今まで悪いイメージしかありませんでしたけ

れども、 離れて暮らす。 疎であるということが急速に価値を回復してくるのではないかと

いうふうに思います。 それはすなわち地方の強みであり、 あるいは過疎地の強みであり、 

産業においては農業、 林業、 水産業こういったものが強みになるのではないかというふう

に思います。 これを具体的に今後どのように形に表していくかという、 それが私たち自身

に責務として課せられているのではないかというふうに思います。 改めて農業の価値をこ

の大変な騒動の先に、 どのように新たな価値として創り上げていくのか、 みなさんとぜひ

一緒になって考えていきたいと、 そんなふうに思っているところです。  

 この騒動の前に、 少し豊岡の農業にとっては嬉しいこともありました。 週間ダイヤモン

ドという経済紙としては一定の評価を受けている、 高い評価を受けている雑誌ですけれど

も、 全国のＪＡの信頼度調査というものをいたしました。 農業者から信頼されているＪＡ

で、 ＪＡたじまはトップでありました。 日本で１位でありました。 それから農業政策は



評価を受けているという市町村では、 豊岡市は全国で２位でありました。 農業スクールの

卒業生をこの３月に送り出し、 また新しい研修生を受け入れましたけれども、 ２０１３年

に始めて８年目に入りました。 ７年間で卒業生１６人が豊岡市内で就農しておられます。 

また、 国の新規就農という別の制度を受けて就農された方が１３人おられますので、 この

７年間で３０人の若い農業者が豊岡の農業の景色の中に姿を現しております。 コウノトリ

育む農法も海外への米の輸出がずいぶん拡がってまいりました。 その意味では豊岡の農業

もちろんいろいろな課題がありますけれども、 トップリーダーとしての役割は果してきた

のではないかというふうに思います。 このコロナ騒動の中にありましても、 今後とも私た

ちはトップランナーとして豊岡の農業を引っ張っていきたいと思いますし、 力を合わせて

みなさんとともに歩んでいきたいというふうに思っているところです。 お一人お一人の農

業がさらにしっかりと発展されますことを祈念し、 また同時にみなさんの力を合わせるこ

とによって豊岡市の農業がこのコロナ騒動の後にスタートダッシュよく元気になることを

心から期待いたしまして私のあいさつといたします。 どうもありがとうございました。  

 

  仮議長選出 

○事務局長 （丸谷 祐二）  ありがとうございました。  

 それでは、 「仮議長の選出について」 を議題といたします。  

 仮議長は、 会長が決定されるまでの間、 議事進行をお願いするものでございます。  

 仮議長には、 慣例によりまして、 本日ご出席の委員の中から最年長の委員を、 本日の

臨時総会の招集者である市長が指名いたします。 指名後、 仮議長には会長の選挙を行って

いただきたいと存じます。  

 会長が決定いたしましたら、 会長よりごあいさつを受け、 それ以降、 会長により議事

日程に従い議事を進めていただくことになります。  

 それでは、 ただいま申し上げましたとおり、 慣例により最年長の委員を仮議長として、 

市長より指名いただきたいと存じます。  

 これにご異議ありませんか。  

 （「異議なし」 の声あり）  

○事務局長 （丸谷 祐二）  ご異議がないようですので、 中貝市長より仮議長の指名を

行っていただきます。 よろしくお願いいたします。  

○豊岡市長 （中貝 宗治）  それでは、 仮議長に大原博幸委員を指名いたします。  

○事務局長 （丸谷 祐二）  大原博幸委員が、 市長より仮議長に指名されました。  

 大原博幸委員、 仮議長をお願いいたします。  

 なお、 市長は、 このあとの用務のため、 ここで退席しますことをご了承ください。  

 

  仮議長あいさつ 

○事務局長 （丸谷 祐二）  それでは議長席の準備をしますので今しばらくお待ちくださ



い。  

○事務局長 （丸谷 祐二）  それでは議事の進行を仮議長と交代させていただきます。 よ

ろしくお願いいたします。  

○仮議長 （大原 博幸）  豊岡市長より、 年長のゆえをもって仮議長に指名を受けまし

た大原博幸でございます。 どうぞよろしくお願いいたします。  

 会長の互選が終わりますまで、 仮議長を努めさせていただきます。 委員各位のご協力を

よろしくお願いいたします。  

 

  農業委員紹介 

○仮議長 （大原 博幸）  議事に入ります前に、 本日初めてお顔を合わせられる委員の

方々もおられるかと思いますので、 現在の議席番号順にしたがって、 農業委員の紹介をし

ていただきます。  

○事務局長 （丸谷 祐二）  それでは委員のみなさんの紹介をさせていただきます。 仮

議席番号１番からご紹介させていただきますので、 ご起立いただきまして、 周囲にお顔を

見せていただきました上でご着席をいただきますようお願いいたします。  

 それでは、 １番 大坪豊委員、 豊岡市栄町にお住まいです。 ２番 栗原安信委員、 豊

岡市三宅にお住まいです。 ３番 高尾利美委員、 豊岡市気比にお住まいです。 ４番 西

沢泰裕委員、 豊岡市八社宮にお住まいです。 ５番 平峰英子委員、 豊岡市三宅にお住ま

いです。 ６番 村田憲夫委員、 豊岡市野上にお住まいです。 ７番 森田強委員、 豊岡市

上陰にお住まいです。 ８番 石橋重利委員、 豊岡市城崎町来日にお住まいです。 ９番 瀧

下康徳委員、 豊岡市竹野町小城にお住まいです。 １０番 中島覚委員、 豊岡市日高町石

井にお住まいです。 １１番 原清美委員、 豊岡市日高町万劫にお住まいです。 １２番 平

野薫委員、 豊岡市日高町中にお住まいです。 １３番 宮岡正則委員、 豊岡市日高町浅倉

にお住まいです。 １４番 和田敏明委員、 豊岡市日高町庄境にお住まいです。 １５番 井

谷勝彦委員、 豊岡市出石町桐野にお住まいです。 １６番 大原博幸委員、 豊岡市出石町

田多地にお住まいです。 １７番 仲川弘之委員、 豊岡市出石町上村にお住まいです。 １

８番 上坂定委員、 豊岡市但東町平田にお住まいです。 １９番 大谷均委員、 豊岡市但

東町畑にお住まいです。  

 みなさま、 どうぞよろしくお願い申し上げます。  

 

  事務局職員紹介 

○事務局長 （丸谷 祐二）  次に事務局職員の紹介をさせていただきます。  

 委員のみなさまから左手の方から、 事務局次長の上阪善晴でございます。 次に主幹兼係

長の古谷明仁でございます。 次が主査の西田弥でございます。 主査の山口淳也でございま

す。 最後になります私、 事務局長をおおせつかっております丸谷祐二と申します。 よろ

しくお願いします。  



 現時点で、 私ども事務局は現在事務所に残っております会計年度任用職員の戸田真美を

含めて６名でございます。 なにぶん不行き届きな点、 至らぬ点がありまして、 委員の皆

様方にはご迷惑をお掛けすることがあろうかと存じますが、 一所懸命委員会の事務局の運

営に努めてまいりたいと思っておりますのでどうぞよろしくお願い申し上げます。  

○仮議長 （大原 博幸）  ありがとうございました。  

 続きまして、 ここで、 開会する前に、 初めて会議に出席する委員のみなさまがいらっ

しゃいますので、 事務局より本会議の発言等について説明いただきます。 事務局よろしく

お願いします。  

○事務局 （上阪 善晴）  総会の発言等につきまして説明させていただきます。  

 総会は、 合議体であります農業委員会の最高議決機関です。 総会での発言は、 議事録

としてまとめ、 ホームページなどで公表します。  

 と申しますと、 発言が億劫になられる方があるかも知れませんが、 内容が不明なままで

審議・決定がなされることは、 好ましくないので、 疑問などがあれば質問を行ってくださ

い。  

 質問など発言されるときは、 議長の許可が必要です。 挙手をしていただき、 議長から

指名を受けた後に、 発言をしてください。  

 本日は、 臨時総会のため、 議題が限定されるのですが、 今後の定期総会については、 

審議の仕方など会議の進め方について別途お知らせします。  

 本日は、 最低限必要なお願いにとどめます。  

 議事は、 提案説明、 質疑、 討論、 採決の順に行います。  

 採決の際には、 簡易な方法として、 議長から 「異議がございませんか」 と問いかけま

す。 ご異議がなければ 「異議なし」 と自席のままで発言をしていただければ結構です。 

議長が、 異議がないと認めるときは、 可決の旨を宣告します。  

 ご異議があれば自席で 「異議あり」 と発言してください。 議長は起立、 挙手又は投票

で採決を行います。  

 なお、 「異議なし」 「異議あり」 の発言は議長の許可は必要ありませんので、 聞こえ

るように発声してください。 “しーん”となってしまうと議長が困りますので発言をいた

だきたいと思います。  

 また、 討論について 「省略してもよいか」 とお尋ねがありますので、 ご異議がなけれ

ば 「異議なし」 と発言してください。  

 ご異議があれば 「異議あり」 と発言していただきまして、 討論になりましたら、 議長

の許可が必要です。 挙手をしていただき、 議長から指名を受けた後に、 発言をしてくだ

さい。  

 本日は、 「総会本会議」 と総会で議論をしなくてもよい事項を議論する 「全員協議会」 

の２つの会議を並行して開催する形となります。 ２つの会議を行ったり来たりしますので、 

どちらの会議をしているのか内容を把握しながら、 ついてきていただきたいと思います。 



以上です。  

○仮議長 （大原 博幸）  事務局の説明が終わりました。  

 質問はございませんか。  

 （「なし」 の声あり）  

○仮議長 （大原 博幸）  質問がないようですので、 よろしくお願いします。  

 

  諸報告 

○仮議長 （大原 博幸）  日程に先立ち諸報告をします。 欠席、 遅刻等の通告委員はあ

りません。  

 

  開会宣言 

○仮議長 （大原 博幸）  ただいまの出席委員は１９名であります。 よって定足数に達

しておりますので、 会議は成立いたします。  

 ただいまから、 令和２年度第２回豊岡市農業委員会総会 （臨時会） を開会いたします。  

 議事の進行につきましては、 豊岡市農業委員会総会等会議規程に基づき進行いたします。  

 これより本日の会議を開きます。  

 本日の議事日程は、 お手元に配付しております議案書のとおりです。  

 直ちに日程に入ります。  

 

  仮議席の指定について 

○仮議長 （大原 博幸）  日程第１、 「仮議席の指定について」 を議題といたします。  

 仮議席は、 豊岡市農業委員会総会会議規程第６条中 「議長」 とあるのは、 「仮議長」 

と読み替えて、 仮議長より指定します。  

 ただいまご着席の議席を仮議席と指定いたします。  

 

  議事録署名委員の指名について 

○仮議長 （大原 博幸）  日程第２、 「議事録署名委員の指名」 を行います。  

 議事録署名委員は、 会議規程第２２条の規定により、 ２名を指名いたします。  

 １番 大 坪   豊 委員 

 ２番 栗 原 安 信 委員 

 以上の委員にお願いします。  

 この際、 本会議を暫時休憩します。  

 （休憩 午後１時 58 分）  

 

 （再開 午後２時 21 分）  

○仮議長 （大原 博幸）  休憩前に引き続き本会議を再開いたします。  



 

  豊岡市農業委員会の会長の互選について 

○仮議長 （大原 博幸）  日程第３、 第１号議案 「豊岡市農業委員会の会長の互選につ

いて」 を議題とします。  

 これより会長の互選を行います。  

 お諮りします。 会長の互選については、 豊岡市農業委員会会長等選挙規程第８条第１項

の規定による指名推薦により選出することにいたしたいと思いますが、 ご異議ありません

か。  

 （「異議なし」 の声あり）  

○仮議長 （大原 博幸）  ご異議なしと認めます。 よって会長の互選の方法は指名推薦

によることに決定いたしました。  

 さらにお諮りいたします。 指名の方法については、 仮議長において指名することにいた

したいと思いますが、 ご異議ありませんか。  

 （「異議なし」 の声あり）  

○仮議長 （大原 博幸）  ご異議なしと認めます。 よって仮議長において指名すること

に決定いたしました。  

 会長に、 私、 大原博幸を指名いたします。  

 お諮りします。 ただいま仮議長において指名いたしました大原博幸を会長の当選人と定

めることにご異議ありませんか。  

 （「異議なし」 の声あり）  

○仮議長 （大原 博幸）  ご異議なしと認めます。 よって、 ただいま指名いたしました、 

私、 大原博幸が会長に当選しました。  

○仮議長 （大原 博幸）  続いて、 豊岡市農業委員会会長等選挙規程第９条の規定によ

り、 私は、 会長に就任することを承諾しますので、 会長は大原博幸に決定いたしました。  

○仮議長 （大原 博幸）  委員各位のご協力により、 以上で仮議長の職務はすべて終了

いたしました。 年長委員として、 臨時会冒頭の重責を無事遂行できました。 一言お礼申

し上げまして議長を交代いたします。 ありがとうございました。  

○会長 （大原 博幸）  続きまして、 会長として就任のあいさつを申し上げます。  

 ただいま会長に就任いたしました大原博幸でございます。 先ほど紹介にもありましたけ

れども、 出石町出身でございまして、 この農業委員は３期目となります。 微力ではあり

ますが精一杯がんばらせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。  

 さて、 農業委員の使命は、 国民の命の糧である食料を生産する基盤としての農地を守る

ことです。 そのために、 農地法に基づいて農地の権利移転や転用の審査等が大きな業務で

ありますが、 併せて農地の利用最適化の推進に努めなければなりません。 また、 優良農

地を維持、 保全していくためには農政が大切となります。 しかしながら、 近年、 不耕作

地や遊休農地の発生など、 農地の荒廃がみられ、 社会問題化しています。 この解消にも



努めなければなりません。 さらに担い手の育成、 獣害対策、 環境創造型農業、 食農教育

の推進等の農政に対し、 現場の意見を意見書として政策担当者に届けることも大切です。 

このように、 農業委員に課せられた課題は多岐にわたります。 １９人のみなさんの英知を

結集し、 この存在感を示したいものだと思っています。 最後になりますが、 先ほど市長

の方からもお話がありましたけれども、 新型コロナウイルスが猛威を振るっております。 

３密をなくし、 健康な生活を送っていただきますようお願い申し上げまして就任のあいさ

つといたします。 よろしくお願いいたします。  

 

  会期の決定について 

○議長 （大原 博幸）  引き続き議事の進行をさせていただきますので、 委員各位のご

協力をいただきますようよろしくお願いいたします。  

 日程第４、 「会期の決定について」 を議題とします。  

 お諮りします。 今期農業委員会総会 （臨時会） は、 本日１日限りにしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。  

 （「異議なし」 の声あり）  

○議長 （大原 博幸）  異議なしと認めます。 よって令和２年度第２回豊岡市農業委員

会総会 （臨時会） は本日４月２１日の１日間と決定しました。  

 この際、 本会議を暫時休憩します。  

 （休憩 午後２時 28 分）  

 

 （再開 午後２時 29 分）  

○議長 （大原 博幸）  休憩前に引き続き本会議を再開します。  

 

  豊岡市農業委員会の会長の職務代理者の互選について 

○議長 （大原 博幸）  日程第５、 第２号議案 「豊岡市農業委員会の会長の職務代理者

の互選について」 を議題とします。  

 これより会長の職務代理者の互選を行います。  

 お諮りします。 会長の職務代理者の互選については、 豊岡市農業委員会会長等選挙規程

第８条第１項の規定による指名推薦により選出することにいたしたいと思いますが、 ご異

議ありませんか。  

 （「異議なし」 の声あり）  

○議長 （大原 博幸）  ご異議なしと認めます。 よって会長の職務代理者互選の方法は、 

指名推薦によることに決定いたしました。  

 さらにお諮りいたします。 指名の方法については、 議長において指名することにいたし

たいと思いますが、 ご異議ありませんか。  

 （「異議なし」 の声あり）  



○議長 （大原 博幸）  ご異議なしと認めます。 よって議長において指名することに決

定いたしました。  

 会長の職務代理者に村田憲夫委員、 及び原清美委員を指名いたします。  

 お諮りします。 ただいま議長において指名いたしました、 村田憲夫委員、 及び原清美

委員を会長の職務代理者の当選人と定めることに異議ありませんか。  

 （「異議なし」 の声あり）  

○議長 （大原 博幸）  ご異議なしと認めます。 よって、 ただいま指名いたしました村

田憲夫委員、 及び原清美委員が会長の職務代理者に当選されました。  

○議長 （大原 博幸）  続いて、 ただいま当選されました村田憲夫委員、 及び原清美委

員がこの場におられますので、 豊岡市農業委員会会長等選挙規程第９条の規定により、 会

長の職務代理者に就任されるかどうか、 お伺いします。  

○６番 （村田 憲夫）  大原会長を補佐して、 職務を遂行してまいります。 よろしくお

願いします。  

○11 番 （原 清美）  微力ではございますけれども、 一所懸命大原会長を補佐してがん

ばりたいと思います。 謹んでお受けいたします。  

○議長 （大原 博幸）  就任の承諾をいただきましたので、 会長の職務代理者は村田憲

夫委員、 及び原清美委員に決定いたしました。  

 それでは、 今就任のあいさつをいただきましたけれども、 改めまして、 まず村田憲夫

委員から会長の職務代理者のご就任のあいさつをお願いしたいと思います。  

○会長職務代理者 （村田 憲夫）  みなさん、 こんにちは。 先ほど指名を受けて会長の

職務代理者ということで就任いたしました村田でございます。 私は田鶴野の出身で、 今回

で３期目の農業委員でございます。 最後の最後でがんばろうかなと思っております。 それ

から、 自己紹介でも言いましたけれども、 田鶴野農事組合法人の方で組合長してまして、 

認定農業者です。 だから農業関係の方いろいろな意見があり、 私どもの組合、 ２８名お

りますので、 実際のところ百姓を辞められる方がどんどん増えて、 現在８０戸ほどあるん

ですが３人か４人ぐらいしか実際の百姓はされていません。 だからみんな営農組合、 うち

の組合とかほかにある組合とか誰かさんに作ってもらっているとかいう状況です。 このま

ま放っておいたら、 これからの農業も大変だなと思います。 遊休農地の耕作放棄地がどん

どん増えていくかなというようなことも懸念されています。 何とかみなさんの力を借りて、 

豊富な知識をお借りいたしまして、 いろいろとがんばっていきたいと思いますのでどうぞ

よろしくお願いいたします。  

○議長 （大原 博幸）  続きまして原清美委員から会長の職務代理者ご就任のあいさつを

お願いいたします。  

○会長職務代理者 （原 清美）  私は神鍋の方の万劫から来ています。 今期で２期目に

なります。 けれども、 経験豊富なみなさんの前で、 本当に浅学非才な私が何て言ってい

いのか本当に戸惑っていますけれども、 力の限り大原会長を補佐し、 みなさんと一所懸命



勉強させていただいて、 がんばっていきたいと思います。 どうぞよろしくお願いいたしま

す。  

○議長 （大原 博幸）  ありがとうございました。 女性活躍社会ということが今世間で

言われています。 原委員にはその先頭をきってがんばっていただけたらと思っていますの

でよろしくお願いしたいと思います。  

 ありがとうございました。 よろしくお願いいたします。  

 この際、 本会議を暫時休憩いたします。  

 （休憩 午後２時 36 分）  

 

 （再開 午後２時 44 分）  

○議長 （大原 博幸）  休憩前に引き続き本会議を再開いたします。  

 

  議席の決定について 

○議長 （大原 博幸）  日程第６、 「議席の決定について」 を議題とします。 議席の

指定は、 農業委員会総会等会議規程第６条第１項の規定により、 議長より議席の指定を行

うことといたしますので、 ご了承願います。  

 これより指定いたします。 １番 瀧下康徳委員、 ２番 森田強委員、 ３番 平野薫委

員、 ４番 宮岡正則委員、 ５番 平峰英子委員、 ６番 石橋重利委員、 ７番 栗原安信

委員、 ８番 上坂定委員、 ９番 井谷勝彦委員、 １０番 和田敏明委員、 １１番 中島

覚委員、 １２番 西沢泰裕委員、 １３番 大坪豊委員、 １４番 高尾利美委員、 １５番 

大谷均委員、 １６番 仲川弘之委員、 １７番 会長職務代理者であります原清美委員、 １

８番 同じく会長職務代理者であります村田憲夫委員、 １９番 会長の私、 大原博幸とさ

せていただきます。  

 以上、 議席を指定します。  

 なお、 ただいま指定いたしました議席につきましては、 次の総会から着席をお願いし、 

本日については議席の移動は行わないものといたします。  

 

  豊岡市農業委員会農地利用最適化推進委員の決定について 

○議長 （大原 博幸）  日程第７、 第３号議案 「豊岡市農業委員会農地利用最適化推進

委員の決定について」 を議題とします。  

 事務局、 説明をお願いします。  

○事務局長 （丸谷 祐二）  議案書５ページと６ページをご覧ください。 第３号議案、 

豊岡市農業委員会農地利用最適化推進委員の決定についてでございます。 現在の農地利用

最適化推進委員２５名は、 令和２年４月２０日をもって任期が満了し、 新たな農地利用最

適化推進委員が就任するまで職務を行うこととなっております。 今議題は農業委員会等に

関する法律の規定に基づき、 旧委員体制で推薦応募のあった方から候補者を決定しまして、 



新委員体制で新たに２５名の方々を委嘱するため承認を求めるものです。  

 それでは６ページの名簿をご覧ください。 担当区域、 お名前を読み上げさせていただき

ます。  

 新任の八条・豊岡地区、 中田正夫さん、 新任の三江地区、 河本嘉一さん、 新任の田鶴

野地区、 西登己夫さん、 再任の五荘地区、 原田益男さん、 新任の新田地区、 松岡正人

さん、 再任の中筋地区、 池畑一己さん、 再任の奈佐地区、 石原章二さん、 再任の港地

区、 絹本實さん、 新任の神美地区、 松岡秀明さん、 再任の城崎地区、 岩本照雄さん、 

新任の竹野南地区、 井垣和芳さん、 新任の中竹野・竹野地区、 山根秀次さん、 新任の国

府地区、 三木耕作さん、 新任の八代地区、 中村勝美さん、 再任の日高地区、 安岡平夫

さん、 新任の三方地区、 柴田公男さん、 再任の清滝地区、 西口覚さん、 新任の西気地

区、 和藤達也さん、 新任の弘道・福住・寺坂地区、 川見正康さん、 再任の菅谷・室見台

地区、 杉本武己さん、 新任の小坂地区、 川﨑重雄さん、 再任の小野地区、 中務喜紹さ

ん、 再任の資母地区、 松本雅浩さん、 再任の合橋地区、 千原武敏さん、 再任の高橋地

区、 桑田均さん、 について承認を求めるものです。 以上の方々はいずれも農地等の利用

の最適化の推進に関し、 熱意と深いご理解をいただいていることから適任であると考えて

おります。 ご本人の内諾もいただいておりますので何とぞご承認をいただきますようお願

いいたします。  

○議長 （大原 博幸）  事務局の説明は終わりました。  

 これより質疑に入ります。  

 質疑ありませんか。  

 （「なし」 の声あり）  

○議長 （大原 博幸）  質疑なしと認めます。  

 以上で質疑を終結します。  

 お諮りします。 本案件を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。  

 （「異議なし」 の声あり）  

○議長 （大原 博幸）  ご異議なしと認めます。  

 よって、 第３号議案 「豊岡市農業委員会農地利用最適化推進委員の決定について」 は

原案のとおり可決されました。  

 明日４月２２日に、 会長より委嘱状を交付します。  

 

  行政報告 

○議長 （大原 博幸）  続いて行政報告に移ります。  

 前期総会から今期総会までの行政報告については、 別紙のとおりとなっていますのでご

清覧ください。  

 以上で行政報告を終わります。  

 



  閉会宣言 

○議長 （大原 博幸）  お諮りします。 本会議に付議された案件はすべて終了しました。 

これをもって、 令和２年度第２回豊岡市農業委員会総会 （臨時会） を閉会したいと思い

ます。 これにご異議ありませんか。  

 （「異議なし」 の声あり）  

○議長 （大原 博幸）  異議なしと認めます。  

 よって本会議はこれをもって閉会することに決定しました。  

 これで本日の会議を閉じます。  

 これにて、 令和２年度第２回豊岡市農業委員会総会 （臨時会） を閉会します。  

 本日は慎重なる審議を賜りましてありがとうございました。  

 

午後２時 52 分閉会 


