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会議の経過 別紙のとおり 



局 長 おはようございます。農業委員会事務局長の福田と申します。 

本日は、農業委員改選後、最初の総会でありますので、仮議長が 

選出されるまでの間、私が進行役を務めさせていただきます。 

会議に先立ち、各団体及び町議会から推薦されました４名の委 

員の方に町長から辞令を交付させていただきます。 

（辞令交付） 

それではここで、町長よりご挨拶をいただきます。 

 

町 長 時節柄、大変お忙しい中ご参集いただき、厚くお礼を申し上げま

す。農業委員選挙後の最初の総会につきましては、町長が招集す

ることとなっておりますので、一言御挨拶申し上げます。 

    さて、皆様方には任期満了に伴う今回の滝上町農業委員会委員

一般選挙で、めでたく当選の栄に浴されましたことに、心よりお

祝いを申し上げます。 

また、農業協同組合、農業共済組合そして町議会からの推薦委

員各位には、本町のさらなる農業振興のために、ご尽力賜ります

ようよろしくお願い申し上げる次第であります。特に今回は、町

議会からの推薦による女性お二人が、農業委員として活動いただ

けることとなりました。国の第３次男女共同参画基本計画におけ

る成果目標でも、女性農業委員登用の一層の促進が具体的にうた

われている中、本町においても、女性初の農業委員の就任が叶っ

たことは大変喜ばしく思っております。 

農業委員会は地域農業の振興を図るため、農地法や農業経営基

盤強化促進法などに基づく、農地の売買や賃貸の許可、担い手へ

の農地の集積を図る業務など、多岐にわたる活動を行っており、

心より敬意を表するものであります。今後、皆様におかれまして

は、農業者の公的代表機関の委員として、また、地域のリーダー、

地域農業の世話役として、本町の農業振興のためご尽力いただき

ますようお願い申し上げるととともに、皆様方のご健康とご多幸

を祈念いたしまして、農業委員会の招集にあたってのあいさつと

いたします。 

本日は、大変ご苦労様です。 

 

局 長 ありがとうございました。 

それでは次に、仮議長の選出についてですが、地方自治法第 107

条の規定を準用し、年長の委員が仮議長の職務を行うことになっ



ております。出席委員中、大西委員が年長の委員でありますので、

大西委員に仮議長をお願いするということでよろしいでしょうか。 

（異議なしの声） 

仮議長は、大西委員に決定いたしました。仮議長が決定いたし

ましたので、町長はこれにて退席させていただきます。 

 

仮議長 ただ今仮議長に指名されました大西でございます。会長が選出

されるまでの間、議事を進めさせていただきますので、よろしく

お願いいたします。 

これより、平成 26年第６回滝上町農業委員会総会を開催いたし 

ます。 

在任委員 13 名、出席委員 13 名、出席委員が在任委員の過半数

に達しておりますので、会議規則第８条の規定により会議は成立

いたしました。 

日程第１、仮議席の指定を行いますが、現在着席の議席を仮議

席といたします。なお仮議席は５０音順になっております。 

日程第２、会議録署名委員の指名を行います。会議規則第１０

条の規定により仮議席１番池田委員、仮議席２番井上委員の両名

を指名いたします。 

日程第３、会長の選出を行います。 

農業委員会等に関する法律第５条の規定によりまして、会長は

委員の互選により選出することになっています。これより選出方

法について意見を求めます。ここで休憩をとります。 

（休  憩） 

休憩を解きまして、会議に戻します。 

選出方法について意見を求めます。千葉委員。 

 

千 葉 これまでと同様に、選考委員会を設けて、その中で推薦する方

法がよろしいかと思います。また選考委員についてもこれまでと

同様に町内を２つに分け、２名ずつ選び、計４名で行ってはどう

かと思います。選考委員については仮議長の指名でお願いします。 

 

仮議長 ただ今、千葉委員から選考委員会を設けて、町内を上下２地区

に分け、それぞれ選考委員を２名ずつとし、計４名の選考委員は

仮議長の推薦で行ってはどうかという意見がございましたが、よ

ろしいでしょうか。 



（異議なしの声） 

異議なしと認め進めます。選考委員は瀬川委員、千葉委員、井

上委員、日野委員の４名を推薦したいと思います。よろしいでし

ょうか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。４名の皆様に選考をお願いいたします。

なお選考委員の中で選考委員長を互選していただき、結果を報告

いただきたいと思います。それでは選考委員会を行う間、暫時休

憩といたします。 

（休  憩） 

   それでは、休憩を解き会議に戻します。選考結果につき選考委

員長より報告願います。瀬川委員。 

 

瀬 川 選考委員長となりました瀬川です。選考結果をご報告いたしま 

す。選考委員により慎重なる協議を行いました結果、舟根委員に 

会長をお願いしたいということで、全員の意見が一致しましたの 

でご報告いたします。 

 

仮議長 ただ今、選考委員長の報告で、舟根委員を会長に推薦するとい 

うことですが、ご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。よって舟根委員を会長に選任することに

決定いたしました。 

これをもちまして仮議長の職務を終えることになりますが、不

慣れにもかかわらず、委員各位のご協力によりまして、議事を進

行させていただきましたことに、厚くお礼を申し上げます。それ

では議長を交代いたします。 

 

局 長 それでは舟根会長から、就任のご挨拶をお願いいたします。 

（会長挨拶） 

 

議 長 それでは、日程第４、会長代理の選出を行います。農業委員会 

等に関する法律第５条では「会長が欠けたとき又は事故がある時 

は、委員が互選した者がその職務を代理する」とありますが、本 

委員会会議規則第５条では、あらかじめ互選しておくことができ 

る規定となっておりますので、本総会にて会長代理を選出するこ 



とにご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認め、会長代理を選出することといたします。 

選出方法について意見を求めます。ここで休憩をとります。 

（休  憩） 

休憩を解き会議に戻します。選考方法について意見を求め 

ます。千葉委員。 

 

千 葉 先ほど選出した選考委員４名に会長を加え、選考を行ってはど 

うかと思います。 

 

議 長 ただ今、千葉委員より先ほどの選考委員に私を加え選考を行っ

てはどうかとの意見ですが、ご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。それでは、会長代理選考のため暫時休憩

といたします。 

（休  憩） 

休憩を解き会議に戻します。選考結果につき選考委員長より報 

告願います。 

 

委員長 審議の結果、大西委員に会長代理をお願いしたいということで

全員の意見が一致しましたので、報告いたします。 

 

議 長 ただ今、選考委員長から大西委員を会長代理に推薦したいとい 

うことですが、ご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。会長代理は大西委員に決定いたしました。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

日程第５、議席の決定を行います。委員会会議規則第７条第１

項の規定により、くじにより議席を決定いたします。くじは、会

長と会長代理を除く委員で行うこととし、会長代理が 12番、会長

が 13番としてご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

それでは、仮議席１番の方から順次くじを引いてください。 

（くじ引き） 

 それでは、議席が決定しましたので、お知らせします。 



１番村田委員、２番張間委員、３番井上委員、４番池田委員、５番

千葉委員、６番渡邊委員、７番瀬川委員、８番林委員、９番平石委

員、１０番日野委員、１１番片岡委員です。それでは席の移動をお

願いします。 

（着  席） 

日程第６．議案第１号担い手対策特別委員会の設置について議

題といたします。 

朗読願います。 

説明願います。 

 

局 長 担い手対策特別委員会については、農業委員の改選に合わせて 

その都度設置してきており、今回も設置したいということで上程 

いたしました。また設置をすることになった場合は、設置要綱の 

改正について、審議していただいた上で、特別委員の選出を行っ 

ていただきたく、よろしくお願いいたします。 

 

議 長 これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

ないようですので質疑を打ち切ります。特別委員会を設置するこ

とでご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。次に設置要綱を改正することにご異議ご

ざいませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。設置要綱を原案どおり改正することにい 

たします。 

続きまして、特別委員の選出を行います。要綱では、５名を総

会の場で決定することになっておりますが、選出方法につきご意

見ございませんか。ここで休憩をとります。 

（休  憩） 

休憩を解き会議に戻します。選考方法につき意見を求めます。 

井上委員。 

 

井 上 会長指名でお願いしたいと思います。 

 

議 長 ただ今、会長指名という意見でありましたが、ご異議ございま 

せんか。 



（異議なしの声） 

異議なしと認めます。それでは指名させていただきます。平石

委員、林委員、千葉委員、瀬川委員、大西委員の５名を指名いた

します。 

日程第７、議案第２号、滝上町年金協議会代議員の選出につい

て議題といたします。 

朗読願います。 

説明願います。 

 

局 長 滝上町農業者年金協議会の代議員については、議案６ページの 

協議会規約第８条第４項の規定により、任期は３年となっており、

本年が改選の年となっております。受給者代表の代議員の選出に

ついては、本総会で選出することになっております。受給者代表

の代議員は、○○～○○さんの５名としてお諮りいたしますので、

よろしくお願いいたします。なお、農業委員は、これまでどおり

全員が代議員となりますので、ご承知おき願います。 

 

議 長 これより質疑に入ります。質疑ございませんか。無いようです 

ので質疑を打ち切ります。受給者代表の代議員については、事務

局から示された５名とすることで、ご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。受給者代表の代議員については、○○～

○○さんの５名に決定いたしました。 

日程第８、あっせんの申し出について議題といたします。 

なおこれは、前回第５回総会であっせんすることに決定してい

た件に関連するものでありますので、まずあっせん委員長の千葉

委員から報告をいただきたいと思います。 

（千葉委員不成立の報告） 

朗読願います。 

説明願います。 

 

局 長 本件はあっせんの申し出であります。７月７日付けで××の○ 

○さんから農地を売りたい旨の申し出がありました。 

場所については、11ページの図面のとおりとなっております 

のでご参照ください。 

 



議 長 これより質疑に入ります。質疑ございませんか。質疑を打ち切 

ります。ここで休憩をとります。 

（休  憩） 

休憩を解きまして、会議に戻します。 

本件について、あっせんすることとしてご異議ございませ 

んか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。本件は、あっせんすることに決定しまし 

た。これよりあっせんの方法について意見を求めます。大西委員。 

 

大 西 あっせん委員会を設置してあっせんを行ってはどうかと思いま 

す。あっせん委員は会長指名でお願いします。 

 

議 長 ただ今の意見は、あっせん委員会を設置して調整を行うことと 

してはどうかという意見ですが、ご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。決定に従い、あっせん委員の指名を行い

ます。 

あっせん委員に５番千葉委員、７番瀬川委員、１０番日野委員

を指名いたします。 

日程第９、議案第４号、利用権の設定を受けたい旨の申し出に

ついて議題といたします。 

朗読願います。 

説明願います。 

 

局 長 本件は、利用権設定の申し出であります。 

その１は、6月 30日付けで認定農業者、○○さんから賃貸借ま

たは売買での利用権設定の申し出がありました。規模拡大のため

30ha を××のいずれかで希望しております。その２は、6 月 30

日付けで認定農業者□□から貸借または売買での利用権設定の

申し出がありました。 

規模拡大のため 10haを××のいずれかで希望しております。 

 

議 長 これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    質疑を打ち切ります。 

    本件について、希望条件に合う農地があれば調整を進めるとい



うことでご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

    全員異議なしと認めます。 

本件については、利用権の調整を行うことといたします。 

以上で全議案を終了いたしました。これで第６回農業委員会総

会を終了いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


