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平成 2９年第７回 

北竜町農業委員会総会議事録 

１．開催日時  平成 29年７月 20日(木)午後 1時 40分から午後 3時 05分 

 

２．開催場所  すこやかセンター 2階 議会委員会室・会議室 

 

３．出席委員（１１人） 

退任農業委員（会長互選まで傍聴） 

橋本 勝久  西野 利幸  川村  功 

   

新任農業委員 

① 出口 宣伸 ② 松田  力 ③ 中村 広治 ④ 植松 春雄 

⑤ 善岡 浩樹 ⑥ 水谷 茂樹 ⑦ 川本 和幸 ⑧６番 大場 信 

⑨ 北清 裕邦 ⑩ 高田 秋光 ⑪ 藤崎 正雄 （丸数字は受付順） 

 

会長選出 水谷 茂樹  会長代理選出 出口 宣伸 

１番 高田 秋光 ２番 北清 裕邦 ３番 藤崎 正雄 ４番 松田  力 

５番 善岡 浩樹 ６番 大場 信一 ７番 川本 和幸 ８番 中村 広治 

９番 出口 宣伸 10番 植松 春雄 11番 水谷 茂樹 

     

４．欠席委員（ ０人） 

         

５．議事日程 

  第１ 会議録署名委員の選出 

  第２ 会議書記の指名 

  第３ 北竜町農業委員会会長の互選について 

  第４ 北竜町農業委員会会長職務代理の互選について 

  第５ 議席番号の決定について 

第６ 農政報告 

第７ 議事参与の制限 あり 

第８ 農業委員会会務報告 

  第９ 報告第 15号 農地法第 3条の 3第 1項による届出について 

第 10 報告第 16号 農地法第 18条の規定による農地の合意解約について 

第 11 議案第 18号 農地法第 3条の規定による許可申請について 

第 12 議案第 19号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による 

農用地利用集積計画の決定について 

第 13 議案第 20号 現況証明書の交付について 
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６．農業委員会事務局職員 

  事務局長 山田英喜 事務局次長 東海林孝行 農地推進員 滝上和昭   

 

７．参与   

  産業課長 有馬 一志 

 

 

 

 

８．会議の概要 

 

事務局長 

＜議会委員会室にて＞ 

委員皆様、任命書交付式から引き続きですが、 

本日は全 11 人委員の出席で、会議規則第６条の定足数を満た

しております。 

今総会は、農業委員皆様を町長が任命後に開催される最初の総会

で有りまして、参集者の町長が臨時議長となり、総会の開会から

会長選出までを議事進行していただきます。 

それでは、町長には平成 29年第７回農業委員会総会を開会さ

れ、臨時議長として、以降の議事進行をお願いします。 

 

臨時議長 

(町長) 

今、事務局の申し上げたとおり私が仮・臨時議長として進めさ

せて頂きますので宜しくお願い致します。 

それでは平成２９年 第７回農業委員会総会を開催致します。 

    （署名委員の選出） 

日程第１の会議録署名委員は、私の方から指名させて頂く事で 

ご異議ありませんか。 

 

委員  【異議なしの声】 

 

臨時議長 はい。有り難うございます。 

それでは、大場委員、川本委員の両名の指名をさせて頂きます。 

 

 

臨時議長 

 

 （会議書記の指名） 

次に日程第２の会議書記には、事務局の山田局長、東海林次長、

滝上農地推進員を配置致します。 

 

臨時議長 日程第 3、議案第 16号、北竜町農業委員会会長の互選について 

を事務局から説明してください。 
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事務局 【議案書 2㌻の朗読等で説明】 

 

臨時議長 会長の選出は委員の互選と言うことであります。どのような方法

で互選致しましょうか。どなたか御意見ありませんか。 

 

臨時議長 はい。前回、従来も選考委員会をもって会長を互選していると言

うことでございます。今、⑨２番委員から選考委員会で互選して

は如何でしょうか、と言うことで皆様如何でしょうか。 

委員  【異議なしの声】 

 

臨時議長 

 

それでは選考委員会で選出することで進めて参りたいと思いま

すます。どのような方法で選考委員を選出したら宜しいですか。 

事務局から今までの例とかが有りましたら発表してください。 

 

事務局 今ほど、⑨２番委員から有りました様に前回の形を申し上げます

と、従来から北地区、中地区、南地区からの選考委員でした。そ

の北中南で申し上げますと、皆様のお手元に協議会の紙が有りま

して、協議第 1号のところに現状の第 1地区、第 2地区、第 3

地区。北中南地区の委員氏名が記載されています。その中で、第

1地区には 5人の委員が居られお二人の選考委員、また、第 2地

区には 2人の委員からお一人の選考委員。第 3地区には 3人の委

員からお一人の選考委員を、合計 4人の選考委員を選んで頂きま

して、事務方として私が入り事務取り扱いを行いたいと思いま

す。この 4人の選考委員さんはついては、臨時議長で有る町長の

指名で宜しいでしょうか。お伺い致します。 

 

臨時議長 今、事務局長からそれぞれ北中南から 4名の選考委員を選んで、

事務局が入り選考にあたると言う事でありますけれども、その選

考委員については町長が指名したら良いんじゃないかと言って

おりますが如何でしょうか。 

 

委員  【異議なしの声】 

 

臨時議長 それでは私の方から選考委員を指名して宜しいですか。 

 

委員 【異議なしの声】 

 

臨時議長 

 

それでは宜しくお願い致します。北・第１地区の５委員さんから

北清委員と出口委員に選考委員としてお願い致します。中・第２
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臨時議長 

 

地区からは大場委員にお願いをしたいと思います。南の第３地区

の３委員から川本委員をお願いして、合計４名の選考委員さんで

選出をお願いしたいと言う事で有りますので、どうぞ宜しくお願

い致します。それでは事務局が入り別室で速やかにお願い致しま

す。 

 

事務局 それでは今選ばれました 4人の選考委員さんは、私と一緒にあち

らの会議室で選考委員会を開催しますのでご移動をお願い致し

ます。 

 

臨時議長 一時休憩とします。 

 

 【 4人の選考委員、事務局長が退室 】 

 休憩 

 【 4人の選考委員、事務局長が入室 】 

 

 【事務局長から臨時議長へ選考委員長は⑨２番委員と報告】 

 

臨時議長 選考委員が戻りましたので再開をさせて頂きます。選考委員長に

は⑨２番委員にお願いしたそうであります。 

それでは会長の選考を、⑨２番委員・選考委員長から発表をして

頂きたいと思います。 

 

⑨２番委員 

（選考委員長） 

はい。4名の選考委員さんで会長を選考させて頂きました。 

4人全員一致で、水谷さんを会長にと声が有りましたので、水谷

茂樹さんを会長に推薦すると言うことで決定させて頂きました。

宜しくお願い致します。 

 

臨時議長 はい有り難うございました。今、発表のとおり水谷委員さんを農

業委員会会長と言うことで、今、選出されたところで有りますけ

れども、皆さんのご賛同の拍手を願います。 

 

委員 【全委員拍手】 

 

臨時議長 

 

 

 

 

この第 7回総会の中で、水谷会長さんが決まったわけで有りま

す。この後は水谷会長さんに議事を進めて頂きたいと思っており

ますので、あ、その前に挨拶をもらった方が良いのか。ここで挨

拶か。どうぞ、水谷さん、ここで議長引き継ぎと言う事で宜しく

お願い致します。 
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臨時議長 

 

拙い仮議長で務めさせて頂きましたが有り難うございました。そ

れでは水谷会長さんに引き継ぎをさせて頂きます。どうぞ宜しく

お願い致します。 

 

 【水谷新会長が議長席に向かう】 

【町長より水谷新会長に農業会議員章を渡す】 

【町長と共に退任３委員が退室】 

 

事務局 それでは新会長が決まりましたので、新会長から就任ご挨拶を頂

きます。 

 

水谷新会長 皆様お疲れ様です。 

かなりの重責を任されました。12年前、この場に来た時は予想

だにしておりませんでした。一体、何をすれば良いのだろう、何

をやれば良いのだろうと言うところだけを考えておりましたが、

会長代理という職務を受けてから、ただ長いだけです。任期が長

いだけで当然それに見合った能力が有るわけではございません。

当然、皆様にご迷惑を掛けることも有るでしょうし、お力を貸し

て頂くことが、かなり有るかと思います。 

これから新体制をスタートすると言うことで一緒に勉強しなが

らやっていきたいと思います。 

どうか宜しくお願い致します。 

 

委員 【全委員拍手】 

 

議長 それでは議事を引き続き行います。 

日程第４、議案第 17号、北竜町農業委員会会長職務代理の互選

についてを事務局から説明してください。 

 

事務局 【議案書 3㌻の朗読等で説明】 

会長職務代理の互選についても、互選方法として先程の前回のと

話が有り、私から前回の事を申し上げますと、先程の選考委員会

に新会長も加え 5人の委員さんで選考を頂き、発表を頂いたと言

う事でございます。この方法で互選して宜しいか、お諮り願いま

す。 

 

議 長 只今、事務局より説明がありました。又、前回の前例も内容の説

明がありました。皆様如何でしょうか。それで良ければその様に

決定したいと思います。 



6 

 

全委員 【了解の声】 

 

議 長 それでは、日程第４については提案の通り決定します。 

同時に日程第 5も行うので、議席番号の決定についても事務局か

ら説明してください。 

 

事務局 選考委員会と併せて議席番号の決定も行って頂きたいと思いま

す。受付番号順に①委員から「クジ引き１回」で行いたいと思い

ます。この会場で選考委員会を行いますので、選考委員はクジを

引いた後もこの会場に残ってください。選考委員で無い方はクジ

を引いた後は、その番号の会議室の席にお移り頂いて選考委員が

戻るのを待ってください。議席番号のクジ引きは事務局次長がク

ジを持って行きますので、①委員から順次引いてください。 

【①委員から⑪委員（会長は除く）にてクジ引きを行う】 

 

議 長 一時休憩とします。又、選考委員はこの会場に残ってください。 

 

 【全委員、会議室にて議席番号により着席】 

 

議 長 議事を再開致します。 

日程第４・北竜町農業委員会会長職務代理の互選について 

選考委員長よりご報告願います。 

 

⑨２番委員 

（選考委員長） 

選考委員会の４委員と会長同席の上、選考させて頂きました。代

理者を選ぶ時には色んな要素もあって色々と熟慮に熟慮を重ね

た結果、出口委員を代理として推薦させて頂きたいと思います。

ご承認頂けます様に宜しくお願い致します。 

 

議 長 それでは委員皆様にお諮り致します。選考委員会で選出されまし

た出口委員を農業委員会会長職務代理に互選することに賛同さ

れる方には拍手を願います。 

 

全委員 【全委員拍手】 

 

議 長 はい。有り難うございます。全委員の賛同により出口委員さん、

宜しくお願いします。就任の挨拶を一言宜しくお願い致します。 

 

出口代理 

 

私も選考委員として出ていたのに、まさか自分が当たるとは全く

想像もしておりませんでした。本当に力不足ではありますけれど
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出口代理 

 

も会長の足を引っ張らない様に頑張って行きたいと思っており

ますので、これからも宜しくお願い致します。 

 

全委員 【全委員拍手】宜しくお願いします。 

 

議 長 続きまして、日程第５議席番号の決定について報告してくださ

い。 

 

事務局 議席番号は先程のクジにより１番高田委員、2番北清委員、3番

藤崎委員、4番松田委員、5番善岡委員、6番大場委員、7番川本

委員、8番中村委員、9番出口委員、10番植松委員とお座りの通

りとなっており報告致します。 

 

議 長 はい。只今の報告の通り決定されました。 

 

議 長 では、続きまして日程第６農政報告、産業課長よりお願いします。  

 

有馬参与 水谷会長の元、そして出口代理の元、新たな体制の中、又どうぞ

宜しくお願い申し上げたいと思います。又新たな 4名の委員さん

につきましても重ねて宜しくお願い申し上げたいと思います。 

どうぞ宜しくお願いします。 

それでは農政報告であります。先般 15日には、ヒマワリの里オ

ープンセレモニーが開催致しました。第 31回ヒマワリ祭りが 8

月 20日まで 37日間に亘り開催されております。特にメインイベ

ントのヒマワリフェスタにつきましては8月2日開催でございま

す。当日はビールパーティーの歌謡ショーを HBCラジオの公開録

音とし、「孫」と言う曲でお馴染みの演歌歌手・大泉逸郎さん、

そして「ゲッツ」でお馴染みのダンディ坂野さんを呼んでおりま

す。又、花火大会もですね、町開基 125周年を記念致しまして、

ライトアップとのコラボでですね、計画をしておりますので皆様

も是非お楽しみを頂きたいと思っております。農作業につきまし

てもスイカ・メロンに続き小麦の収穫が近々始まります。いよい

よ豊穣の秋に向かって忙しい時期となって参りましたけれども、

この頃天候も回復しております、7年連続の豊作を期待しまして

農政報告とさせて頂きます。以上です。 

 

議 長 

 

 

はい。以上産業課長より農政報告でした。 

続きまして日程第７、議事参与の制限、今回は議案第 18 号で高

田委員が申請する贈与がありますので制限が掛かります。その時
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議 長 

 

は発言を控えて頂き、一歩下がって引いて頂きたいと思います。 

 

議 長 

 

 

続きまして日程第８、委員会会務報告について、事務局からお願

いします。 

 

事務局 【議案書 5㌻の朗読で説明】 

 

議 長 

 

それではこれから、報告２件・議案３件の審議を順次行って参り

ます。 

日程第９、報告第１５号農地法第 3条の 3第 1項による届出につ

いてを事務局より説明を願います。 

 

事務局 【議案書 6･7㌻の朗読等で説明】 

 

議 長 ただ今の事務局の説明に対しまして質問等はございませんか。 

 

議 長 質問等が有りませんので、承認として宜しいですか。 

 

委員 【異議なしの声多数】 

 

議 長 それでは日程第９、報告第１５号農地法第 3条の 3第 1項による

届出については、報告のとおり承認と致します。 

 

議 長 続きまして日程第 10、報告第 16号農地法第 18条の規定による

農地の合意解約について、宜しくお願いします。 

 

事務局 【議案書 8～11㌻の朗読等で説明】 

    

議 長 只今説明がありました。皆様から何かありますか。 

 

委員 【委員承認】 【異議なしの声多数】 

 

議 長 それでは日程第 10、報告第 16号農地法第 18条の規定による農

地の合意解約については、報告のとおり承認を致します。 

 

議 長 次に日程第 11です、この件では 1番高田委員には議事参与の制

限を掛けます。 

日程第 11、議案第 18号、農地法第 3条の規定による許可申請に

ついて、説明をお願いします。 
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事務局 【議案書 12･13㌻、資料 1･2㌻と調査書の朗読等で説明】 

 

議 長 この件について質問等ありますか。承認して宜しいですか。 

 

委員 【委員承認】 【異議なしの声多数】 

 

議 長 それでは日程第 11、議案第 18号、農地法第 3条の規定による許

可申請については、提案のとおり可決を致します。 

1番高田委員の議事参与を解きます。 

 

議 長 次に日程第 12、議案第 19号農業経営基盤強化促進法第１８条の

規定による農用地利用集積計画の決定について、宜しくお願いし

ます。 

 

事務局 【議案書 14～18㌻、資料 4･5㌻と調査書の朗読等で説明】 

 

議 長 はい今の説明に対しまして何かありますでしょうか。えー新人の

方は、多分時々チンプンカンプンな言葉も出たりして、解らない

かと思います。こちらも１回１回説明したら良いのですが、私も

今日余裕が全然ありません。日程も立て込んでおりますが遠慮無

く解らないことは聞いて頂きたいと思います。 

何かございませんか。 

それでは承認して宜しいですか。 

 

委員 【委員承認】 【異議なしの声多数】 

 

議 長 では日程第 12、議案第 19号農業経営基盤強化促進法第１８条の

規定による農用地利用集積計画の決定については、提案のとおり

可決を致します。 

 

議 長 続きまして日程第 13、議案第 20号現況証明書の交付について 

をお願いします。 

 

事務局 【議案書 19･20㌻、資料 6㌻の朗読等で説明】 

 

議 長 只今の説明に質問ございますか。内容については目出度い話です

ので承認して宜しいですか。あのー新人委員もそうですけど、こ

う言った場合は地元委員が現況を確認する仕事もございますの

で宜しくお願い致します。 
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委員 【委員承認】 【異議なしの声多数】 

 

議 長 それでは日程第 13、議案第 20号現況証明書の交付については、

提案のとおり可決し証明書を交付します。 

 

議 長 全体を通して委員皆様から何かございませんか。 

 

委員 【無しの声多数】 

 

議 長 

 

 

 

 

無ければ、あのー本当に今日初めて此処に座ってやったら、あの

席が良かった。 

顔ぶれも変わりまして段々皆様も慣れていくと思いますので宜

しくお願いします。 

7月の総会は此をもって終了致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  議  長                       

 

 

 

 

  6番委員                       

 

 

 

 

  7番委員                       

 


