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第６期 東温市農業委員会臨時総会議事録 

 

１．開催日時 平成２９年７月２０日（木） （午前の部）午前９時３０分～ 

                     （午後の部）午後１時３０分～ 

 

２．開催場所 東温市役所 ４階 大会議室 

 

３．出席委員（１９人） 

 

４．議事録署名人の指名について（２人） 

 

５. 議案日程 

  （午前の部） 

    市長挨拶 

    委員自己紹介 

    会長及び会長職務代理者の互選について 

    議席の決定について 

    議事録署名人の指名について 

    その他 

  （午後の部） 

    農地利用最適化推進委員の決定について 

    その他 

 

６. 農業委員会事務局職員（３人） 
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７．会議の概要 

（午前の部） 

○事務局長 

定刻になりました。一同、ご起立願います。姿勢を正してください。一同、礼。ご着

席下さい。それでは、ただ今より第６期東温市農業委員会臨時総会を開催いたします。

私、本日の進行役を務めさせて頂きます、事務局長の〇〇でございます。どうぞよろし

くお願いします。 

それでは、開会にあたりまして、本会を招集いただきました、〇〇市長がご挨拶申し

上げます。 

 

○市長 

  皆様、おはようございます。本日は、第６期東温市農業委員会臨時総会の招集をいた

しましたところ、委員皆様のご出席を賜り厚くお礼申し上げます。先ほどの任命式にお

いては、いよいよ法改正後の新農業委員会制度が始まることを実感したところでござい

ます。また、委員の皆様におかれましても、新たな気持ちで農業委員の活動に臨まれる

ことと拝察をいたします。つきましては、委員皆様の今後のご活躍に期待するところで

ございまして、これからも更なるご尽力を賜りますようお願い申し上げまして、開会に

当たってのご挨拶といたします。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

○事務局長 

  どうもありがとうございました。それでは、早速議事に入りたいと思いますが、会長

が決まるまでの間、臨時議長を選任する必要がございます。慣例によりまして、臨時議

長は、本会を招集いただきました、〇〇市長にお願いしたいと存じますが、よろしいで

しょうか。 

（  異議なし  ） 

  それでは、市長、よろしくお願いいたします。 

 

○臨時議長（市長） 

  失礼をいたします。慣例とのことでございますので、会長が決まるまでの間、議長を

務めさせて頂きます。よろしくお願いします。座って失礼いたします。 

議事は、お手元の次第に沿って進めてまいりますが、今回、制度改正が行われ、新た

な委員会として発足されますので、まず自己紹介をお願いしたいと思います。事務局、

要領の説明をお願いします。 

 

○事務局長 

それでは、お手元の資料の中に、第６期東温市農業委員名簿がございますので、ご用

意下さい。現在の席順は、この名簿の通りでございますので、〇〇委員さんより順番に、

自己紹介をお願いしたいと存じます。まず事務局から行います。 

（  自己紹介 事務局 → 各委員  ） 

 



3 

○臨時議長（市長） 

  どうもありがとうございました。今後ともよろしくお願いを申し上げます。続きまし

て次第の会長及び会長職務代理者の互選についてを議題とします。事務局の説明を求め

ます。 

 

○事務局長 

お手元の資料に、東温市農業委員会規則の抜粋がございます。その規則第２条から第

４条に、互選の方法が定められています。端的に申しますと、単記無記名の投票による

か、もしくは、皆様のご了承を得たうえで、指名推薦とするのか、どちらかの方法で、

選出いただくことになります。ちなみに、前回の改選にともなう、会長及び会長職務代

理者の選出におきましては、投票によらず、選考委員さんにより、指名推薦する方法で

選出しています。そこで、事務局といたしましては、今回も、選考委員さんによる指名

推薦の方法をご提案したいと思いますので、皆様のご判断をお願い致します。 

 

○臨時議長（市長） 

  只今、事務局から説明がありましたが、お手元の規則にもございますように、皆様に

ご異議がなければ、指名推薦によることができることになっております。そこで、皆様

にお諮りを致します。指名推薦とすることにご異議は、ございませんか。 

（  異議なし  ） 

  異議なしと認めます。ご異議がないようですので、指名推薦による方法に決定します。

指名推薦の方法につきましては、前回改選時と同様に、選考委員方式といたしたいと思

いますが、ご異議ございませんでしょうか。 

（  異議なし  ） 

それでは、選考委員の選定についてお諮りします。いかが致しましょうか。 

（  事務局一任  ） 

  只今、事務局一任との発言がございました。事務局一任で、ご承認頂けますでしょう

か。 

（  異議なし  ） 

  それでは、事務局に一任いただきましたので、事務局より選考委員の発表をお願いし

ます。 

 

○事務局長 

  選考委員さんのお名前を申し上げます。〇〇委員、〇〇委員、〇〇委員、〇〇委員、

〇〇委員、〇〇委員以上 6 名の委員さんで、お願いしたいと思います。選考委員長は、

〇〇委員さんにお願いしたいと存じます。 

 

○臨時議長（市長） 

  それでは、指名させていただいた選考委員さんは、これより別室で選考をお願いしま

す。その間、暫時休憩とします。 

（  ４０３会議室へ移動、選考  ） 
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  それでは、会を再開します。選考結果の発表を〇〇選考委員長にお願いします。 

 

○選考委員長 〇〇委員 

  選考委員で選考した結果、会長には〇〇委員、会長職務代理者については〇〇委員を

推薦することといたしました。 

 

○臨時議長（市長） 

  只今、発表されたとおり、会長に〇〇委員、会長職務代理者に〇〇委員が推薦をされ

ました。この議案は、人事案件でございますので質疑は省略し、採決をいたしたいと思

います。ご承認いただける方は、拍手をお願いいたします。 

（  拍手多数  ） 

  全員拍手という事で、どうもありがとうございました。よって、この件は承認された

ものと認めます。両委員さんにおかれましては、大役ではございますが、今後ともよろ

しくお願いを申し上げます。皆様のご協力によりまして議事が円滑に進みましたこと厚

くお礼申し上げまして、私の務めを終了致します。進行のほうを事務局にお渡しいたし

ます。ご協力どうもありがとうございました。 

 

○事務局長 

  市長、ありがとうございました。 

  只今、会長に選任されました〇〇委員、会長職務代理者に選任されました〇〇委員、

恐れ入りますが、お手元の資料を持って、前の席へご移動お願いいたします。 

（  移 動  ） 

  それでは、まず〇〇会長、ご就任のご挨拶を頂戴したいと存じます。 

 

○会長 

  それでは失礼いたします。先程、推薦の会議が開催されまして会長を再び行うように

ご推薦を受けました。微力ではございますが、積み残された問題が多々ありますし、こ

の新法の下で、実施していかなければならない仕事が、格段に増えてきております。そ

のような内容の中で、お引き受けするに大変自分自身としてはしんどい訳ですが、とに

かく東温市の農業を守るという立場から、今後現地に出向いて、どんどん働いて行く農

業委員会を目指してやっていきたいと思います。今後とも、よろしくお願いいたします。 

 

○事務局長 

  ありがとうございました。続きまして、〇〇職務代理者にご挨拶をお願いしたらと思

います。 

 

○会長職務代理者 

  先程、会長職務代理者ということで任命されました。〇〇でございます。農業委員と

して、３期目になるんですけれども、あまり知識もございません。また皆さんと一緒に

今後勉強をして、この地域の農業を守って行くという事で、頑張って行きたいと思いま
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すので、よろしくお願いいたします。 

 

○事務局長 

  ありがとうございました。それでは、新たに会長が選任されましたので、これからの

議事進行は〇〇会長さんにお願い致します。 

 

○議長（会長） 

  それでは、引き続き会を進めてまいりたいと思います。次の５番、議席の決定につい

てを議題とします。事務局より説明願います。 

 

○事務局長 

  お手元の資料に、東温市農業委員会会議規則の抜粋がございますが、その規則第８条

に、委員の議席はあらかじめくじで定める。とありますので、会長及び会長職務代理者

を除く全員にくじを引いて頂きます。くじを引く順番につきましては、誠に勝手ながら、

簡略させていただき、現在の席順のとおり、右周りに引いて頂きたいと思います。 

 

○議長（会長） 

  只今、事務局から説明がございましたが、事務局案のとおり実施して、よろしいでし

ょうか。 

（  異議なし  ） 

  では事務局案のとおり、くじ引きを実施します。事務局、お願いします。 

（  くじ引き、席の移動  ） 

  皆様、着席頂きましたので、会を進めさせて頂きますが、ここで、今までの議事も含

めて本日の議事録署名人を指名させて頂きます。農業委員会では席順で、２名の議事録

署名人を取るようになっております。議席〇〇番の〇〇委員さん、〇〇番の〇〇委員さ

ん、よろしくお願いします。 

  次回より、この並びで着席いただき、農業委員会を開くこととなります。議事録署名

人は議席番号順にお願いすることになりますのでよろしくお願いいたします。 

  次に、午後の日程ですが、本日 1時 30 分から、本会場で、農地利用最適化推進委員の

決定について審議し、推進委員の委嘱式、続いて推進委員との合同総会を開催いたしま

すので、ご出席の程よろしくお願いします。 

  また、次回の農業委員会の日程ですが、8 月 7 日(月)9 時 30 分より東温市役所 4 階大

会議室で開催いたします。議案等については、月末に事務局より送付いたしますので、

ご出席の程よろしくお願いします。尚、お送りした議案等は、委員会の際に持参してい

ただきますようお願いします。 

  続きまして、事務局、連絡事項等があればお願いします。 

 

○事務局 

  この後、隣の 403 会議室で農業委員さんの集合写真の撮影を行います。その後、身分

を示す証票のため、個人写真を撮影いたしますので、よろしくお願いいたします。 
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  再度の説明になりますが、本日 13 時 30 分から、本会場で、農地利用最適化推進委員

の決定についてご審議いただき、推進委員との合同総会を開催いたしますので、ご出席

をよろしくお願いいたします。 

お願いになりますが、昼からの駐車場につきましては、お手数をお掛けいたしますが、

市役所の西側、商工会の道を挟んだ南側の駐車場へ駐車をよろしくお願いいたします。

以上です。 

 

○事務局長 

市役所の敷地のもう一つ向こうに職員の駐車場があるんですけど、県道寄りにフリー

の駐車場、アスファルト舗装しているところに 20台分のスペースがありますので、そち

らの方に停めていただいて、こちらの市役所側の駐車場は推進員さん用においておきた

いと思いますのでご協力よろしくお願いいたします。 

 

○議長（会長） 

  以上をもちまして、第６期『東温市農業委員会臨時総会』午前の部を終了いたします。 

 加藤市長におかれましては、臨時議長につきましてありがとうございました。 

 

○事務局長 

  ご起立ください。姿勢を正してください。一同、礼。ご着席ください。 
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（午後の部） 

○事務局長 

  定刻になりました。一同ご起立願います。姿勢を正してください。一同、礼。ご着席

ください。それでは、ただ今より『東温市農業委員会臨時総会』の午後の部を開催いた

します。本日の農業委員会の出席者は、農業委員総数１９名中全委員ご出席です。農業

委員会等に関する法律第２７条第３項の規定に基づき、総会が成立していることをご報

告させて頂きます。それでは、開会にあたりまして、〇〇会長がご挨拶申し上げます。 

 

○会長 

  皆さん、暑い中、午前の臨時総会に引き続きまして、午後の臨時総会、またこの後、

推進委員さんの委嘱式ということで、大変、ご苦労様でございます。この午後の臨時総

会というのも、今までは無かったことで今回から法改正によって、どうしても最適化推

進委員さんの委嘱を行わないといけないということになりましたので、１つ１つ出来る

部分でやっています。最適化推進委員さんというのは、農業委員さんの補佐をするとい

うのか、良き相棒として一緒にやってもらうという立場の方です。今般の法改正により

まして農業委員会に義務が課せられた耕作放棄地の解消、新規の就農者の育成、担い手

への農地の集約、こういうものが今まででしたら農業委員さんが、委員会を月１回開催

して、農地転用の案件について、審議して、転用が妥当であれば承認するだけのものだ

ったんですが、今言いました３点について、農地の適正化を図らなくてはいけないとい

う事が、委員会の大きな業務になってきました。これは、東温市の農業振興まで考えな

さいということで、特に東温市の場合、農業委員会があり、土地改良区があり、水田の

再編の部署があり、行政がなかなか連携を取れにくい部分がありました。それを今後、

皆さんの力でどのようにしていくか、協議願えたらと思います。後で事務局より説明が

ございますが、よろしくお願いします。 

 

○事務局長 

  どうもありがとうございました。それでは、早速議事に入りたいと思います。東温市

農業委員会会議規則第４条に基づき、会長に議長をお願いします。それでは、会長、よ

ろしくお願いします。 

 

○議長（会長） 

  それでは、議長を努めさせて頂きます。よろしくお願いします。議事は、お手元の次

第に沿って進めてまいります。「農地利用最適化推進委員の決定について」を議題といた

します。事務局より、説明を願います。 

 

○事務局 

  お手元の資料の中に、「東温市農地利用最適化推進委員委員名簿」があると思いますの

で、ご用意お願いいたします。 

  推進委員につきましては、農業委員会等に関する法律第１７条に基づき、「農業委員会

は、農地の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者のうちから、農地利用最適化推
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進委員を委嘱しなければならない。」とあります。 

  東温市では、平成 28年 12月 26日（月）から平成 29年 1月 20日（金）までの間で農

業委員 19 名と農地利用最適化推進委員 22 名の募集を行いました。その後、推進委員さ

んの取下げ届が提出され推進委員に欠員が出たことから、平成 29年 4月 5日(水)から平

成 29年 5月 1日(月)までの間で追加募集を行いました。その結果、定数どおりとなって

おります。応募を取りまとめいたしました資料が、Ａ３の「東温市農業委員会の農地利

用最適化推進委員委員の推薦及び応募の状況（最終）」になります。こちらに応募された

内容をまとめて載せております。 

東温市では、推進委員候補者評価委員会を設置し、本日、午前 10 時 30 分から農地利

用最適化推進委員候補者の評価を行いました。評価委員は、農業委員会会長、総務部長、

産業建設部長、農業委員会事務局長です。その結果として、評価委員会は、候補者につ

いて、担当区域で農地等の利用の最適化の推進を行う、適切な方であることから、候補

者 22名全員を推進委員候補者として選定されました。農業委員会はその報告を評価委員

会から受けております。このことから、推進委員候補者の決定について、「東温市農地利

用最適化推進委員委員名簿」をご覧ください。上から読み上げさせて頂きます。 

山之内地区 〇〇さん、樋口・横河原地区 〇〇さん、志津川・西岡地区 〇〇さん、

見奈良・田窪地区 〇〇さん、牛渕地区 〇〇さん、南野田・北野田・野田地区 〇〇

さん、上林地区 〇〇さん、下林上地区 〇〇さん、下林下地区 〇〇さん、上村地区 

〇〇さん、南方地区 〇〇さん、南方・吉久地区 〇〇さん、北方地区 〇〇さん、北

方地区 〇〇さん、則之内地区 〇〇さん、則之内地区 〇〇さん、井内地区 〇〇さ

ん、松瀬川地区 〇〇さん、松瀬川地区 〇〇さん、河之内地区 〇〇さん、河之内地

区 〇〇さん、滑川・明河地区 〇〇さん、この名簿のとおり、候補者の決定を考えて

おります。以上です。 

 

○議長（会長） 

  只今、事務局から説明がありました。何かご意見ご質問はございますでしょうか。 

（  意見・質問 なし  ） 

  無いようでしたら、採決してよろしいでしょうか。この候補者一覧表に目を通して頂

いて、賛成される方の挙手を求めます。 

（  全員挙手  ） 

  全員挙手という事で、承認いたします。 

後は、事務局、お願いします。 

 

○事務局長 

  この後、午後 2時から推進委員の委嘱状交付式を行いまして、午後 2時 30分から推進

委員さんと合同総会を開催いたしますので、ご出席の程よろしくお願いします。 

  ご起立下さい。姿勢を正してください。一同、礼。 

 


