
 

平成２７年第１回農業委員会総会会議録 

召集年月日 

召集場所 

 

開閉会の日時及

び宣告 

 

平成 27年 1月 30日 

滝上町役場委員会室 

 

開会 平成 27年 1月 30日 午前 10時 00分 議長 舟根 功 

閉会 平成 27年 1月 30日 午前 11時 45分 議長 舟根 功 
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１ 村田 牧子 出席 ８ 林  花美 出席 

２ 張間 真之 出席 ９ 平石  茂 出席 

３ 井上 秀幸 出席 １０ 日野  茂 出席 

４ 池田 政隆 欠席 １１ 片岡 照光 出席 

５ 千葉 弘輝 出席 １２ 大西 義造 出席 

６ 渡邊 誠一 出席 １３ 舟根  功 出席 

７ 瀬川  博 出席    
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大西 義造 
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福田 秀昭 

 

係長 

 

木村 克也 

 

書記 

 

 

 

議事日程 

 

報告第１号 会長の動向について 

議案第１号 利用権の設定を受けたい旨の申し出について 

議案第２号 農業委員会選挙人名簿登録申請書の審査について 

 

 

 

会議の経過 別紙のとおり 

 

 

 

 



 

議 長 在任委員 13 名、出席委員 12 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。これより、第１回農業委員会総会を開催いたします。 

日程第１．会議録署名委員の指名をおこないます。会議規則第 10 

条の規定により、11 番片岡委員、12 番大西委員の両名を指名いた 

します。 

日程第２．報告第１号.会長の動向についてですが、平成 26 年度 

遠紋地区農業委員会会長・事務局長会議が 1 月 26 日～27 日に温根 

湯で行われ、局長と出席しております。 

日程第３．議案第１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。なおこれは平石委員に関する案件ですので 

議事に参与できませんので退席願います。 

朗読願います。 

説明願います。 

 

局 長 本件は、認定農業者平石茂さんからの利用権設定の申し出であり 

ます。賃借又は売買により〇○の利用権の設定を希望しております。 

 

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。 

日程第 4．議案第２号．農業委員会委員選挙人名簿登載申請書の審 

査について議題といたします。 

朗読願います。 

説明願います。 

 

係 長 今回初めて審査に携わる委員さんもおりますので、まず審査方法 

と審査基準について説明します。別添資料をご覧ください。１ペー 

ジ選挙人名簿調製までの流れですが、1.選挙権を有するものは、1 

月 10 日までに選挙人名簿登載申請書を農業委員会に提出します。 

2.農業委員会は提出された申請書について審査します。審査は大別 

すると、(1)申請書提出者について審査する（2）申請書を提出して 

いないが、選挙権がある人を整理することになります。3.本日の審 

査を経て、審査意見を付して 1 月 31 日までに選挙管理委員会に提 



 

出する。4.選挙管理委員会で所定の手続きを経たのち、3 月 31 日に 

確定させ、1 年間有効なものとなるという流れになっています。 

次に審査の方法でありますが、選挙権の有り無しを審査するに 

は、1 積極的要件を満たしているか、2 消極的要件に該当しないか 

について個人毎に審査します。まず積極的要件ですが、次の全ての 

要件を満たしていることが必要です。（1）滝上町に住所を有してい 

ること（2）年齢が 20 歳以上の者（3）次の①から③のいずれかに 

該当する者で①は 30ａ以上の農地につき耕作の業務を営む者、② 

は耕作を営む者と同居する親族、配偶者で、年間おおむね 60 日以 

上耕作に従事していると農業委員会が認めた者、③30ａ以上の農地 

につき、耕作の業務を営む農業生産法人の組合員、社員、株主で、 

年間 60 日以上の耕作の業務に従事していると農業委員会が認めた 

者であります。 

次に消極的要件ですが主な要件を記載しておりますが、事務局段 

階では、該当者はいないと判断しておりますが、審査時に疑義が生じ 

た場合は申し出てください。４ページについては、ただ今説明した審 

査基準をチェック表形式で載せております。個々の審査で疑義が生じ 

た場合、３要件全てに○がつくかどうか確認するための確認するため 

の表ですので、必要に応じて使ってください。5 ページには、昨年６ 

月の総会で審議した農業生産法人報告より、各法人の構成員を載せて 

おります。この中で・・の・・、・・・・・・・・・・・の２名につ 

いては、住所要件を満たしておらず、選挙権なしと判断しております。 

また、・・・牧場の・・さんについては、今回も申請書に記載され 

ておりますが、役員ではありますが、株主ではないため、選挙権なし 

と判断しております。いずれも審査の際に再確認をお願いいたしま 

す。６ページについては、６親等以内の血族及び３親等内の姻族の範 

囲について、参考までに載せております。次に議案の方ですが、議案 

については、例年と同様の整理をしています。5 頁から 8 頁にかけて 

は、今回申請書の提出のあった方を一覧表にしています。提出のあっ 

た申請書は 63 枚 155 名分です。なお、申請書の記載の際、氏名で略 

字等を使っているもの、住所の訂正、例えば、札久留と記載されてき 

たものに、北とか南を補記するようなケース、また続柄で長男、次男 

という記載を子に訂正する、耕作面積について単位が間違っているも 

の、換算誤りによる桁数の過大、過少等については、軽微なものとし 

て事務局で訂正し、載せております。 

先程も触れましたが、○番の・・さんについては、法人の非構成 

員ということで事務局にて、選挙権なしとしていますが、審査段階で 



 

再確認をお願いします。続きまして 9 頁です。上の表は、今回申請の 

あったものの内、前回名簿に未登載である者を、再掲しています。下 

の表については、今回、申請書の提出を求めたものの、耕作していな 

い等の理由により、申請しないという意思を直接本人から確認した分 

であります。この方々については、審査対象から外しております。11 

頁は、前回名簿に登載されたが、今回申請書未提出のものの一覧です。 

申請書に代わるべき文書を作成するかどうか審査することになりま 

す。39 名おりますが、このうち○番・・・さんについては、新たに 

農業に従事した方として入れております。このような方が他にいない 

かどうかの確認も、審査時にお願いいたします。 

 

議 長 ただいま、事務局より説明がありましたが、質疑はございませんか。

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。それでは審査方法について意見 

を求めます。 

 

瀬 川 これまでと同様に、町内を３地区に分け、農業委員を割り当て審 

査すればよいと思います。 

 

議 長 ただ今、瀬川委員から、3地区に分け審査してはどうかという意 

見がありましたがご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

委員の割り振りについては、会長指名でよろしいですか。 

（異議なしの声） 

それでは第１地区 大正・滝下・雄鎮内・雄柏・新町・濁川・あ 

けぼの・元町・旭町、第２地区 栄町・幸町・札久留・滝美・白鳥 

・一区、第３地区 二区・三区・滝西・茂瀬・四区とします。 

次に委員の割り振りは、第１地区は、村田・井上・平石・日野・ 

片岡委員の 5 名、第２地区は、林・大西委員の 2 名、第３地区は、 

張間・千葉・渡邊・瀬川委員の 4 名で、私は、第２地区に入ります。 

それでは地区ごとの審査に入りますので、休憩といたします。 

（休     憩） 

 

議 長 休憩を解きまして会議に戻します。審査結果について、順次報告 

をお願いいたしまして、その後全体審査を行ないます。それでは、 



 

第１地区から報告願います。 

 

日 野 第１地区の報告をいたします。申請書一覧表の 1番から 69番ま 

での審査を行いましたが、○番・・・・さん、耕作面積 30ａ未満で 

なし、○番・・・・さん経営主の耕作面積 30ａ未満のためなし、○ 

番・・・・さん農業生産法人の非構成員でなし、他の者について 

は、選挙権ありといたします。次に申請のなかった者について１番 

から７番までの審査を行いましたが、○番・・・・さんを除き、申 

請書に代わるべき文書を作成するものとしました。 

 

議 長 第１地区の報告がありましたが質疑ございませんか。質疑を打ち 

切ります。次に第２地区の報告をお願いします。 

 

林   第２地区の報告をいたします。申請書一覧表の 70番から 103番 

までの審査を行いましたが、全員選挙権ありといたします。○番・ 

・・・さんについて「・・」に訂正願います。○番・・・・・さん 

の住所を・・町から・町に訂正願います。次に申請のなかった者に 

ついて 8番から 22番までの審査を行いましたが、○番・・・・さん、 

○番・・・・さんを除き申請書に代わるべき文書を作成するもの 

としました。 

 

議 長 第２地区の報告がありましたが質疑ございませんか。質疑を打ち 

切ります。次に第３地区の報告をお願いします。 

 

千 葉 第３地区の報告をいたします。申請書一覧表の 104番から 155番 

までの審査を行いましたが、全員選挙権ありといたします。次に申 

請のなかった者について 23番から 39番までの審査を行いました 

が、全員申請書に代わるべき文書を作成するものとしました。 

 

議 長 第３地区の報告がありましたが、質疑ございませんか。質疑を打 

ち切ります。ただ今、各地区の審査報告が終わりました。これより 

全体審査に入ります。全体を通して質疑ございませんか。質疑を打 

ち切ります。 

本件について、選挙管理委員会に対し審査結果どおり、選挙人名 

簿登載申請書に意見を附し、又申請書を提出しなかった者について 

は申請書に代わるべき文書を作成することとしてご異議ございま 

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、ただ今の決定どおり、 

選挙管理委員会に文書を送付することといたします。以上で第１回 

農業委員会総会を終了いたします。 

 

 


