
平成23年第1回岩手町農業委員会総会会議録【閲覧用】 

 

１、開催日時 平成23年７月25日（月）午後２時 

２、開催場所 岩手町役場３階 第４会議室 

 

出席者 （仮議席番号） 

      １番 岩舘 修一 

      ２番 田中 正志 

      ３番 佐々木 金見 

      ４番 福島 昭士 

      ５番 澤村 博美 

      ６番 遠藤 幸夫 

      ７番 國枝 金一 

      ８番 横澤 稔秋 

      ９番 井戸 ツヨミ 

      10番 佐々木 由和 

      11番 細野 清悦 

      12番 千葉 靜子 

      13番 松本 良子 

      14番 今松 利雄 

      15番 幅 清一 

      16番 太布 光則 

      17番 黒澤 金一 

      18番 中村 重信 

      19番 福士 好子 

                       以上19名 

 

３、日  程 

  日程第１ 開  会 

  日程第２ 町長あいさつ 

  日程第３ 委員並びに事務局職員の紹介 

  日程第４ 臨時議長の選任について 

  日程第５ 仮議席の指定について 

  日程第６ 議事録署名委員の指名について 

  日程第７ 会長の互選について 

  日程第８ 会長職務代理者の互選について 

  日程第９ 委員の議席の決定について 

  日程第10 会期の決定について 



  日程第11 小委員会委員の選任について 

  日程第12 小委員会小委員長並びに小委員長代理の互選について 

  日程第13 委員の地区担当の割り当てについて 

  日程第14 閉  会 

   

４、職務のため会議室に出席した農業委員会事務局の職員は、次のとおりである。 

      農業委員会事務局長   千葉 照雄 

      農地振興係主幹      遠藤 信男 

      副主幹            川村 祐子 

      副主任            山中 寿行 

 

（開会時刻 午後２時00分） 

 

事務局長 定刻となりましたので、ただいまから始めさせていただきます。 

本日の農業委員会総会は、一般選挙後、最初に開催される総会でございますので「農業 

委員会等に関する法律第21条第１項」の規定により、町長が招集したものでございます。 

       臨時議長が決定するまでの間、事務局で進行させていただきますので宜しくおねがいいたし

ます。 

       それではここで岩手町長民部田幾夫がご挨拶を申し上げます。 

 

（町長挨拶） 

 

事務局長 有難うございました。つづきまして農業委員の方々をご紹介させていただきます。 

       現在、議席が決定しておりませんので、届出順、選任順の仮議席番号で着席していただいて 

おります。つきましては、その順序にご紹介させていただきます。 

  

（仮議席順に委員を紹介） 

 

       つづきまして、農業委員会事務局職員をご紹介いたします。 

 

                         （事務局職員を紹介） 

 

       つづきまして、次第の日程第４の「臨時議長の選任について」は町長からお諮り願います。 

       町長よろしくお願いいたします。 

 

町   長 それでは暫時の間、議長を務めさせていただきます。お手元に配付してあります次第の日程 

第４の「臨時議長の選任について」を議題とします。 

お諮りします。「農業委員会等に関する法律」には臨時議長の選任方法について規定が 



ございませんので、地方自治法第107条を準用しまして出席委員の中で最年長であります 

福島委員に臨時議長を務めていただくこととして、ご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

町   長 異議なしと認め、臨時議長は福島委員に決定いたしました。 

       これからの会議の進行につきまして、よろしくお願いいたします。 

 

臨時議長 ただいま臨時議長に選任されました福島でございます。 

       皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。 

       それでは、ただいまより、第１回岩手町農業委員会総会を開会いたします。本日の出席委員 

      は19名であります。定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 

 

臨時議長 それでは、日程第５の「仮議席の指定について」を議題とします。お諮りします。 

       「仮議席の指定」につきましては、ただいま着席している議席としたいと思いますが、これに 

       ご異議ございませんか。 

 

                             （異議なしの声） 

        

臨時議長 異議なしと認め、ただいま着席しております席を仮議席として指定することに決定いたします。 

 

臨時議長 次に、日程第６の「議事録署名委員の指名について」を議題とします。お諮りします。 

       会議規則第13条の規定により、当職より指名することにご異議ございませんか。 

 

                            （異議なしの声） 

 

臨時議長 異議なしと認め、当職から指名いたします。 

       議事録署名委員には仮議席１番 岩舘修一委員、仮議席２番 田中正志委員の御両名に 

お願いいたします。 

私は今、仮議長ということでございますが、次に提案します案件について、私にも発言をさせ 

      ていただきますよう予めご了解いただきたいと思います。 

 

臨時議長 直ちに議事に入ります。日程第７の「会長の互選について」を議題とします。 

      いかなる方法で互選したらよろしいかお諮りします。 

       私からも提案してよろしければ、提案したいと思いますが。 

 

10番佐々木委員 指名推薦でお願いいたします。 

 



臨時議長 指名推薦の提案がございましたが、私も指名推薦で提案したいと思います。先に手を挙た、

10番佐々木委員どうぞ。 

 

10番佐々木委員 引き続き福島会長にやっていただきたいと思います。やはり対外的なこともありますし、

前会長さんということで、新しい会長さんが出てきてもやりにくい点もあろうかと思います

ので、出来れば３年間もう一回頑張っていただきたいと思います。 

 

臨時議長 私も提案したいと言ったことは、敢えて佐々木委員から推薦していただきましたが、私の心情 

とすればやはり社会の実態が刻々と変わっている、連続皆さんのご支援によりまして３期努めま 

したが、この際改選によって新しいリーダーで更に岩手町の農業委員会を発展されればという 

気持ちでいっぱいで、出来れば私の推薦する人でもよかったら賛成してもらいたいという今の 

心境ですが。如何でしょうか。 

 

10番佐々木委員 名前を出さないで賛成とかは出来ませんが。 

 

臨時議長 私の推薦したい方は、前回３年間職務代理者を務めた松本委員になっていただきたいという

心境であります。 

 

10番佐々木委員 それでは、私から推薦いたします。６番の遠藤委員を推薦いたします。 

        

臨時議長 それでは、採決をとるしかない訳ですか。 

 

15番幅委員 今、推薦は２人ですが。 

 

臨時議長 ２人ではなく、３人です。 

 

15番幅委員 だって、会長さんは、取り下げている訳ですよね。佐々木委員が最初会長さんを推薦した 

訳ですが前会長さんはもう、取り下げたから佐々木さんが今度、遠藤幸夫さんを再度推薦し 

たということだから２人は推薦できないですよね。 

 

臨時議長 はい、分かりました。ここで揉めても後で、しこりを残してはだめですから佐々木委員が最初に

推薦してくれたとおり私で良かったらこの３年間頑張ります。 

 

（賛成の拍手） 

 

事務局長 福島委員には臨時議長を務めていただきありがとうございました。それでは、再度福島会長 

に議長席についていただき、ご挨拶をお願いいたします。 

 



議   長 再度３年間務めさせていただきますので、皆さんのご支援をよろしくお願いいたします。 

 

議   長 それでは、日程第８の「会長職務代理者の互選について」を議題とします。 

       いかなる方法で互選したらよろしいかお諮りします。 

 

（会長一任の声） 

 

議   長 会長一任という声がありましたが、ほかにございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議   長 異議なしと認め、当職から指名することとしてご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議   長 異議なしと認め、当職から指名いたします。 

       松本委員を会長職務代理者に指名いたします。ご異議ございませんか。 

 

                              （異議なしの声） 

 

議   長 異議なしと認め、松本委員を会長職務代理者に決定いたします。 

       会長職務代理者となりました松本委員からご挨拶をお願いいたします。 

 

会長職務代理者 引き続き福島会長の女房役ということで職務代理をご指名いただきましたけども、いま

までどおり、メンバーも多少入れ替わりもございますけれども一生懸命、足をひっぱらな

いように注意して頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。  

            

議   長 次に、日程第９の「委員の議席について」を議題とします。 

       岩手町農業委員会会議規則第８条第１項の規定には「委員の議席は、委員会が成立した最

初の会議において抽選でこれを定める。」とあります。よって抽選により議席を決定いたします。 

       抽選の方法は１回目で本抽選とするか、予備抽選をしてから本抽選とするかの２つの方法が

ありますが、どちらの方法で抽選するかをお諮りします。 

 

(本抽選だけの抽選としたい旨の声) 

 

議   長 本抽選だけの抽選と言う声がありましたが、これにご異議ございませんか。 

 

(異議なしの声) 



議   長 異議なしと認め、１回で抽選を行います。抽選の順番については、これにご異議ございません

か。 

 

(異議なしの声) 

 

議   長 異議なしと認め抽選を行います。仮議席番号順に抽選をしていただきますので事務局は委

員の席を廻って下さい。 

 

事務局長 それでは、事務局で抽選に廻りますが、慣例によりまして、議席番号18番は会長職務代理者、

19番は会長、となっておりますので、１番から17番までを抽選させていただきます。 

 

(事務局が抽選をしながら議席の記入をする。) 

 

(抽選終了) 

 

議   長 抽選の結果を事務局長から報告させます。 

 

事務局長 それでは事務局で抽選の結果をご報告いたします。 

       １番横澤捻秋委員、２番幅清一委員、３番佐々木金見委員、４番田中正志委員、５番國枝金

一委員、６番佐々木由和委員、７番黒澤金一委員、８番太布光則委員、９番岩舘修一委員、10

番澤村博美委員、11番中村重信委員、12番細野清悦委員、13番千葉靜子委員、14番遠藤幸

夫委員、15番井戸ツヨミ委員、16番福士好子委員、17番今松利雄委員、18番松本良子職務代

理者、19番福島昭士会長、以上です。 

 

議   長 ただいま事務局長から報告がありましたとおり、議席が決定いたしましたので、それぞれ着席

願います。 

 

（それぞれの席に着席） 

 

議   長 次に、日程第10の｢会期の決定について｣を議題とします。お諮りします。会期を本日1日とす

ることにご異議ございませんか。 

 

(異議なしの声) 

 

議   長 異議なしと認め、会期を本日1日間と決定いたします。 

 

議   長 次に、日程第11「小委員会委員の選任について」を議題とします。 

       事務局から小委員会の所掌事項と委員の選任について説明させます。 



       事務局長、説明願います。 

 

事務局長 それでは説明させていただきます。資料２の２ページをお開きください。岩手町農業委員会規

定第９条により、農業委員会には、「農地調整小委員会」と「農政小委員会」を置くと規定されて

おります。 

       次に資料３の１ページをお開きください。各小委員会の所掌事務につきましては岩手町農業

委員会小委員会規程第３条のとおりでございます。委員の選任方法でございますが、総会資

料２ページから３ページのとおり「農地調整小委員会」は、仮議席番号の奇数の方を、「農政小

委員会」は偶数の方とさせていただきました。資料３の第５条により、「委員は、会長が農業委員

会の会議に諮って指名する。」とされております。 

       また、第６条には、「会長及び会長職務代理者はいずれの小委員会にも所属しないものとす

る。」と規定されておりますので総会資料２ページから３ページの小委員会名簿案から削除をお

願いいたします。 

       以上で説明を終わります。 

 

議   長 事務局の説明が終わりました。お諮りします。小委員会構成の選任については、総会資料の

２ページから３ページの小委員会名簿案のとおりに指名したいと思いますが、これにご異議ご

ざいませんか。 

（異議なしの声） 

 

議   長 異議なしと認め、資料のとおり選任することに決定いたします。 

 

議   長 次に、日程第12の「小委員会の小委員長及び小委員長代理の互選について」を議題としま

す。岩手町農業委員会小委員会規程第７条の規定により小委員長及び小委員長代理は各小

委員会で互選することとなっております。 

 つきましては、このあと休憩をとりますので、各小委員会に分かれて小委員会を開催し、小委

員長及び小委員長代理互選を願います。 

  なお、各小委員会の臨時小委員長には、年長委員の方が努めていただき、互選の結果につ 

いては、後ほど指名いたしますので臨時小委員長を務めた委員から報告願います。 

 小委員長、小委員長代理の互選のため、暫時休憩します。 

 

事務局長 小委員会の開催場所でございますが、「農地調整小委員会」はこの場所で「農政小委員会」

は、となりの議会委員会室でお願いいたします。 

 

（休憩、互選） 

 

議   長 会議を再開します。 

       選任結果を報告願います。最初に農地調整小委員会７番黒澤金一委員から報告願います。 



７番黒澤委員 農地調整小委員会には、私7番黒澤、農地調整小委員会小委員長代理には、15番井戸

ツヨミ委員、以上です。 

 

議   長 ありがとうございました。次に農政小委員会14番遠藤幸夫委員から報告願います。 

 

14番遠藤委員 農政小委員会小委員長には、私14番遠藤、農政小委員会小委員長代理には、６番

佐々木由和委員。以上です。 

 

議   長 ただいま報告ありましたとおり、農地調整小委員会小委員長には７番黒澤金一委員。 

       同代理には15番井戸ツヨミ委員。 

       農政小委員会小委員長には14番遠藤幸夫委員。 

       同代理には６番佐々木由和委員が選任されました。 

 

議   長 次に、日程第13の「委員の地区担当の割り当てについて」を議題とします。 

       お諮りします。総会資料４ページに「岩手町農業委員地区担当体制推進要領（案）」に委員の

担当地区を記載してありますが、このとおりとしたいと思いますが、これにご異議ございません

か。 

 

（異議なしの声） 

 

議   長 異議なしと認め、資料のとおりの担当地区とすることに決定いたしました。 

 

議   長 以上で本日の総会の日程は全て終了しました。 

       これで本日の会議を閉じ、第１回岩手町農業委員会総会を閉会します。 

 

（閉会時刻 午後２時50分） 

 

会議の次第を記載したものであるが、その内容の真正なることを認め、ここに署名押印する。 

 

 

                             議長                      印 

 

                        仮議席１番                       印 

 

                        仮議席２番                       印 


