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第 18回丹波市農業委員会総会議事録 

 

１ 日 時  令和３年７月１日（木）午前 10時 00分 

 

２ 場 所  丹波市立春日住民センター 大会議室 

 

３ 出席者 

農業委員（23名） 

（柏原地域） １番 古倉 一郎 ２番 矢本 規夫   

（氷上地域） ３番 芦田 義彦 ４番 足立 正典 ５番 金子 隆司 

 ６番 德田 義信 ８番 足立 康裕   

（青垣地域） ９番 足立 篤夫 10番 足立 俊哉 11番 足立 信昭 

（春日地域） 12番 臼井 光茂 13番 荻野 隆太郎 14番 近藤 眞治 

 15番 田川 良一 16番 婦木 克則   

（山南地域） 17番 岸本 好量 18番 田中 耕作 19番 野垣 克已 

 20番 和田 憲治     

（市島地域） 21番 荒木 嘉信 22番 杉山 重利 23番 髙見 由行 

 24番 橋本 慎司     

 

欠席者（１名） 

 ７番 山本 浩子 

 

農地利用最適化推進委員（23名） 

 

事務局（３名） 

 

４ 内 容 

１ 開 会 

２ 会長あいさつ 

３ 議事録署名委員の指名について 

４ 議事日程 

議案第１号 地域委員会の委員長及び副委員長の選任について 

議案第２号 丹波市農業振興地域整備促進協議会委員の選任について 

議案第３号 丹波市農業経営改善計画検討委員会委員の選任について 

議案第４号 丹波市立市島有機センター運営委員会委員の選任について 

議案第５号 丹波市地域農業再生協議会会員の選任について 

議案第６号 丹波市特別融資制度推進会議委員の選任について 

議案第７号 丹波市人･農地プラン検討会委員の選任について 

議案第８号 丹波市認定新規就農者就農計画検討委員会地域委員の選任につ 

いて 

議案第９号 丹波市都市計画審議会委員の選任について 

議案第 10号 丹波市マロンでロマン会議委員の選任について 

議案第 11号 丹波市環境審議会委員の選任について 
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５ 協議事項 

協議第１号 農地利用最適化推進委員地域代表の選任について 

６ 報告事項 

報告第１号 丹波市認定新規就農者就農計画検討委員会委員について 

報告第２号 丹波市農業農村振興協議会委員について 

報告第３号 丹波市有害鳥獣対策協議会会員について 

報告第４号 丹波市新規就農者サポートチーム員（農地担当）について 

７ その他 

 (１) 第 18期農業委員会活動計画（年間スケジュール）について（別冊） 

 (２) 専門小委員会の構成について（別冊） 

８ 丹波市農業委員会憲章朗読 

９ 閉 会 

 

１ 開 会 

○事務局 みなさまご苦労様です。ただいまから第 18回丹波市農業委員会総会を始めさ

せていただきます。 

開会にあたりまして、岸本会長からごあいさつをいただきます。 

 

２ 会長あいさつ 

○岸本会長 （あいさつ） 

○事務局 ありがとうございました。本日の総会は、農業委員 24 名のうち 23 名の出席

をいただいております。７番の山本浩子委員から欠席届が提出されております。 

また、農地利用最適化推進委員 25名のうち 23名の出席をいただいております。 

船城地区の善積久行委員から遅刻届、春日部地区の三村俊一委員、竹田地区の大野優

委員から欠席届が提出されています。 

このことから、農業委員会等に関する法律第 27条の規定により本会が成立すること

を報告いたします。 

ここからは、丹波市農業委会総会会議規則第７条の規定により議長を岸本会長にお願

いします。 

○議長 ここからは、私が進行します。 

本日の総会には、農地利用最適化推進委員の出席を許可しております。 

農業委員、農地利用最適化推進委員の全員が意見を述べることができますが、意見、

質問等ある場合は、挙手していただき指名の後、議席番号、又は、担当地区及び氏名を

お知らせいただいたうえで発言をお願いします。 

なお、採決は、農業委員のみで行います。 

 

３ 議事録署名委員の指名について 

○議長 日程３、議事録署名委員を指名します。 

議席番号３番の芦田義彦委員、議席番号５番の金子隆司委員を指名します。 

本総会の議事録は、後日、調製をいたします。確認のうえ署名をお願いします。 

 

４ 議事日程 

○議長 日程４、議事日程に入ります。 

議案第１号、地域委員会の委員長及び副委員長の選任についてを議題とします。 
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事務局の説明を求めます。 

○事務局 議案第１号説明 

○議長 事務局の説明が終わりました。ご質問等はございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等が無いようですので、採決をとります。 

議案第１号、地域委員会の委員長及び副委員長の選任について承認される方は、挙手

願います。 

○議長 挙手多数により、議案第１号、地域委員会の委員長及び副委員長の選任につい

ては承認されました。 

次に、議案第２号、丹波市農業振興地域整備促進協議会委員の選任についてを議題と

します。 

事務局の説明を求めます。 

○事務局 議案第２号説明 

○議長 事務局の説明が終わりました。ご質問等はございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等が無いようですので、採決をとります。 

議案第２号、丹波市農業振興地域整備促進協議会委員の選任について承認される方は、

挙手願います。 

○議長 挙手多数により、議案第２号、丹波市農業振興地域整備促進協議会委員の選任

については承認されました。 

次に、議案第３号、丹波市農業経営改善計画検討委員会委員の選任についてを議題と

します。 

事務局の説明を求めます。 

○事務局 議案第３号説明 

○議長 事務局の説明が終わりました。ご質問等はございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等が無いようですので、採決をとります。 

議案第３号、丹波市農業経営改善計画検討委員会委員の選任について承認される方は、

挙手願います。 

○議長 挙手多数により、議案第３号、丹波市農業経営改善計画検討委員会委員の選任

については承認されました。 

次に、議案第４号、丹波市立市島有機センター運営委員会委員の選任についてを議題

とします。 

事務局の説明を求めます。 

○事務局 議案第４号説明 

○議長 事務局の説明が終わりました。ご質問等はございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等が無いようですので、採決をとります。 

議案第４号、丹波市立市島有機センター運営委員会委員の選任について承認される方

は、挙手願います。 

○議長 挙手多数により、議案第４号、丹波市立市島有機センター運営委員会委員の選

任については承認されました。 

次に、議案第５号、丹波市地域農業再生協議会会員の選任についてを議題とします。 

事務局の説明を求めます。 
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○事務局 議案第５号説明 

○議長 事務局の説明が終わりました。ご質問等はございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等が無いようですので、採決をとります。 

議案第５号、丹波市地域農業再生協議会会員の選任について承認される方は、挙手願

います。 

○議長 挙手多数により、議案第５号、丹波市地域農業再生協議会会員の選任について

は承認されました。 

次に、議案第６号、丹波市特別融資制度推進会議委員の選任についてを議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

○事務局 議案第６号説明 

○議長 事務局の説明が終わりました。ご質問等はございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等が無いようですので、採決をとります。 

議案第６号、丹波市特別融資制度推進会議委員の選任について承認される方は、挙手

願います。 

○議長 挙手多数により、議案第６号、丹波市特別融資制度推進会議委員の選任につい

ては承認されました。 

次に、議案第７号、丹波市人・農地プラン検討会委員の選任についてを議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

○事務局 議案第７号説明 

○議長 事務局の説明が終わりました。ご質問等はございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等が無いようですので、採決をとります。 

議案第７号、丹波市人・農地プラン検討会委員の選任について承認される方は、挙手

願います。 

○議長 挙手多数により、議案第７号、丹波市人・農地プラン検討会委員の選任につい

ては承認されました。 

次に、議案第８号、丹波市認定新規就農者就農計画検討委員会地域委員の選任につい

てを議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

○事務局 議案第８号説明 

○議長 事務局の説明が終わりました。ご質問等はございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等が無いようですので、採決をとります。 

議案第８号、丹波市認定新規就農者就農計画検討委員会地域委員の選任について承認

される方は、挙手願います。 

○議長 挙手多数により、議案第８号、丹波市認定新規就農者就農計画検討委員会地域

委員の選任については承認されました。 

次に、議案第９号、丹波市都市計画審議会委員の選任についてを議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

○事務局 議案第９号説明 

○議長 事務局の説明が終わりました。ご質問等はございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長 意見等が無いようですので、採決をとります。 

議案第９号、丹波市都市計画審議会委員の選任について承認される方は、挙手願いま

す。 

○議長 挙手多数により、議案第９号、丹波市都市計画審議会委員の選任については承

認されました。 

次に、議案第 10号、丹波市マロンでロマン会議委員の選任についてを議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

○事務局 議案第 10号説明 

○議長 事務局の説明が終わりました。ご質問等はございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等が無いようですので、採決をとります。 

議案第 10号、丹波市マロンでロマン会議委員の選任について承認される方は、挙手

願います。 

○議長 挙手多数により、議案第 10号、丹波市マロンでロマン会議委員の選任について

は承認されました。 

次に、議案第 11号、丹波市環境審議会委員の選任についてを議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

○事務局 議案第 11号説明 

○議長 事務局の説明が終わりました。ご質問等はございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等が無いようですので、採決をとります。 

議案第 11号、丹波市環境審議会委員の選任について承認される方は、挙手願います。 

○議長 挙手多数により、議案第 11号、丹波市環境審議会委員の選任については承認さ

れました。 

○委員 議席番号○番の○○です。終了しましたが別冊資料の議案第８号の任期の表記

が令和２年７月からとなっていますが、どういう意味なのか教えてください。 

○議長 事務局説明をお願いします。 

○事務局 大変失礼をいたしました。任期は、令和３年７月１日から令和４年６月 30日

までとなります。別冊資料の訂正をよろしくお願いします。 

○議長 よろしいですか。 

○委員 了解しました。 

 

５ 協議事項 

○議長 日程５の協議事項に入ります。 

協議第１号、農地利用最適化推進委員地域代表の選任についてを議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

○事務局 協議第１号説明 

○議長 事務局の説明が終わりました。ご質問等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等が無いようですので、採決をとります。 

協議第１号、農地利用最適化推進委員地域代表の選任について承認される方は、拍手

願います。 

○議長 拍手多数により、協議第１号、農地利用最適化推進委員地域代表の選任につい

ては承認されました。 
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６ 報告事項 

○議長 日程６の報告事項に入ります。 

報告第１号、丹波市認定新規就農者就農計画検討委員会委員について、事務局の説明

を求めます。 

○事務局 報告第１号説明 

○議長 事務局の説明が終わりました。ご質問等はございませんか。 

（「質問なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 質問等が無いようですので、報告第１号、丹波市認定新規就農者就農計画検討

委員会委員について、ご承知おきください。 

次に、報告第２号、丹波市農業農村振興協議会委員について、事務局の説明を求めま

す。 

○事務局 報告第２号説明 

○議長 事務局の説明が終わりました。ご質問等はございませんか。 

（「質問なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 報告第２号、丹波市農業農村振興協議会委員について、ご承知おきください。 

次に、報告第３号、丹波市有害鳥獣対策協議会会員について、事務局の説明を求めま

す。 

○事務局 報告第３号説明 

○議長 事務局の説明が終わりました。ご質問等はございませんか。 

（「質問なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 質問等が無いようですので、報告第３号、丹波市有害鳥獣対策協議会会員につ

いて、ご承知おきください。 

次に、報告第４号、丹波市新規就農者サポートチーム員（農地担当）について、事務

局の説明を求めます。 

○事務局 報告第４号説明 

○議長 事務局の説明が終わりました。ご質問等はございませんか。 

（「質問なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 質問等が無いようですので、報告第４号、丹波市新規就農者サポートチーム員

（農地担当）について、ご承知おきください。 

 

７ その他 

○議長 日程７のその他に入ります。 

第 18期農業委員会活動計画（年間スケジュール）について、事務局の説明を求めま

す。 

○事務局 第 18期農業委員会活動計画（年間スケジュール）説明 

○議長 事務局の説明が終わりました。ご質問等はございませんか。 

（「質問なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 質問等が無いようですので、第 18 期農業委員会活動計画（年間スケジュール）

について、ご承知おきください。 

次に、専門小委員会の構成について、事務局の説明を求めます。 

○事務局 専門小委員会の構成説明 

○議長 事務局の説明が終わりました。ご質問等はございませんか。 

（「質問なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 質問等が無いようですので、専門小委員会の構成について、ご承知おきくださ
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い。 

○議長 本日予定しております案件は以上ですが、事務局、他にはありませんか。 

○事務局 ありません。 

○議長 せっかくの機会ですので、委員のみなさんから何かありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

８ 丹波市農業委員会憲章朗読 

○議長 特に、無いようですので、丹波市農業委員会憲章を朗読したいと思います。私

が、前文を朗読し、各項目について、「一つ、農業委員会は」と言いますので、引き続

き全員でご唱和願います。 

 

（丹波市農業委員会憲章唱和） 

 

９ 閉 会 

○議長 ありがとうございました。 

それでは、これで第 18回丹波市農業委員会総会を閉会します。 

 

 

閉会の日時  令和３年７月１日（木） 10時 36分 
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会議のてんまつに相違ないことを認め、署名いたします。 

 

 

令和３年７月１日 

 

 

 

            議  長              ㊞ 

 

 

            議事録署名委員(３番委員)               ㊞ 

 

 

            議事録署名委員(５番委員)               ㊞ 


