西条市農業委員会 平成２９年度第４回総会 議事録
１．日 時 平成２９年７月２４日（月） 午後１時００分から午後２時２２分
２．場 所 西条市役所本館 ５階大会議室
３．会議構成員現在総数 農業委員 ２４名
４．出席者 ２２名

欠席者

２名

出席率 ９１．６７％

○出席者氏名
会

長

8番

加藤 茂

会長代理

11 番

渡邉 敏昭

委

1番

髙橋 悟

10 番

一色司

18 番

佐伯 賢造

2番

明比 典正

12 番

越智 兼正

19 番

玉井 一男

3番

徳増 靖記

13 番

山田 好一

20 番

佐伯 祐介

4番

加藤 武司

14 番

村上 繁敏

21 番

玉井 明

5番

松本 義之

15 番

山内 隆

22 番

戸田 博明

6番

白石 利恵子

16 番

伊藤 健一

23 番

真鍋 美鈴

7番

西原 昇

17 番

青野 武

24 番

高橋 忠親

9番

長谷川 孝師

員

○欠席者氏名
2番

明比 典正

9番

長谷川 孝師

５．農業委員会委員任命通知書交付式
６．議案について
議案第１号 会長の互選について
議案第２号 委員の議席について
議案第３号 会長職務代理者の互選について
議案第４号 農地利用最適化推進委員の委嘱について
７．農業委員会事務局職員
事務局長 近藤 功

東予分室長 谷本仁志

東予分室次長 高橋哲也
事務局担当次長 井上雅裕

事務局次長 渡邊賢一郎

丹原分室長 田中 剛
事務局副主査
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小松分室長 今井基能

越智史郎

８．議事内容
【農業委員会委員任命通知書交付式終了後】
事務局

これより、委員任命後の西条市農業委員会初総会を開会いたしま
す。
私は本日の司会進行をさせていただきます農業委員会事務局の近
藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
はじめに、 玉井 市長より初総会招集のご挨拶を申し上げます。

市 長

【市長 挨拶】

事務局

ここで、玉井市長は公務のため退席させていただきますのでご了
承願います。
【市長 退席】
続きまして、会議に移ります。
本日の日程についてご連絡いたします。
本日はご案内のとおり、まず総会を開催し、総会終了後、委員全
員協議会を開催します。その後、研修会を行いますのでよろしくお
願いいたします。
次に、農業委員会事務局の職員をご紹介いたします。
【事務局職員及び各分室職員自己紹介】
続きまして、委員の皆さんから自己紹介をお願いいたします。
１番の席

高橋 悟 委員から 番号順にお願いします。

委員一同
事務局

【委員自己紹介】
本日の会議は、任命後初めての総会でございます。
会長が決まるまでの間、地方自治法第１０７条の規定を準用し、
年長の委員に臨時議長の職務を行っていただきますのでよろしくお
願いいたします。
総会に出席の委員の中で 玉井 明 委員が最年長の委員であり
ますので、玉井 委員に臨時議長をお願いしたいと思います。
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玉井 委員、議長席にお着き願います。
【玉井委員、議長席に着く】
臨時議長

ただ今、ご紹介にあずかりました 玉井 でございます。
会長が決まるまでの間、臨時議長を務めさせていただきます。ど
うぞよろしくお願いいたします。
【仮議席の指定】
まず、はじめに、仮議席を定めます。仮議席は、ただいま着席の
議席といたします。
次に、欠席委員の報告をいたします。
２番 明比典正委員、９番 長谷川孝師委員から欠席の届け出が
ありましたのでご報告いたします。
次に、議事録署名人と書記を指名いたしたいと思いますが、こち
らから指名することにご異議ありませんか。

委員一同
臨時議長

異議なし
ご異議なしと認めます。
議事録署名人に、高橋悟委員と徳増靖記委員を指名いたします。
書記につきましては、事務局の 井上、越智 の両君を指名いた
します。
【議案第１号】
それでは、議事に移ります。
まず、議案第１号、
「会長の互選について」を議題といたします。
事務局から説明を求めます。
それでは、議案第１号「会長の互選について」説明いたします。
議案書の２ページをご覧ください。
「農業委員会等に関する法律」第５条第２項で、
「会長は、委員が
互選した者をもって充てる。
」と規定されており、また、
「西条市農
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業委員会規程」では、第２条第１項で「会長及び会長職務代理者の
互選は、総会において行う。
」と規定されております。
これらの規定に基づきまして、西条市農業委員会の会長を選任し
ていただくものです。
以上です。

臨時議長

会長の互選の方法には、指名推薦と投票の２つの方法があります
が、どちらの方法がよろしいか、ご意見をお伺いいたします。

委員
臨時議長

氏名推薦との意見あり
ただいま、指名推薦というご意見がありましたが、指名推薦で行
う場合、全員の同意が必要となりますので、指名推薦で行なうこと
についてお諮りいたします。
会長の互選を指名推薦で行なうことに賛成の方の挙手を求めま
す。
【事務局挙手確認】
挙手全員であります。
よって、会長の互選は、指名推薦の方法によることに決しました。
次に、指名推薦の方法はいかがいたしましょうか。
代表者による推薦委員会で協議して推薦する方法と、この場で推
薦する方法の二つの方法がありますが、前者の推薦委員会で協議し
て推薦する方法で進めたいと思いますが、いかがでしょうか。ご異
議ありませんか。

委員一同
臨時議長

異議なし
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
次に、代表者の選任方法については、議長にお任せいただきたい
と思いますが、いかがでしょうか。ご異議ありませんか。

委員一同

異議なし
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臨時議長

ご異議なしと認めます。
それでは、推薦委員会の委員数は農業委員の定数に基づきまして、
西条地区から２名、東予地区から１名、丹原地区から１名、小松地
区から１名の、計５名で協議していただきます。
推薦委員会の決定につきましては、後ほどご報告申し上げますが、
全会一致でご承認いただきますようお願いいたします。
それでは、この場でそれぞれの推薦委員を決めていただきたいと
思います。
推薦委員が決まりましたら事務局までご報告ください。
それまで暫時休憩といたします。
【暫時休憩】

臨時議長
事務局

再開いたします。推薦委員を事務局から報告願います。
西条地区 西

昇 委員と高橋 悟 委員

東予地区 一色 司 委員、丹原地区 青野 武 委員
小松地区 髙橋忠親 委員、以上５名です。
臨時議長

推薦委員になられた方は、別室の５０１会議室で推薦委員会を開
催願います。
それでは、推薦委員会の協議が終わるまで暫時休憩いたします。
【暫時休憩 別室にて推薦委員会】
再開いたします。推薦委員会の報告を求めます。

西 委員

推薦委員会の結果をご報告いたします。
協議の結果、全員一致で、加藤 茂 委員を会長に推薦すること
に決定いたしました。

臨時議長

ただいま推薦委員会からの報告のとおり、加藤 茂 委員を会長
とすることにご異議ありませんか。

委員一同

異議なし
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臨時議長

全会一致でご異議なしと認めます。
それでは、加藤 茂 委員を会長とすることに決定いたしました。
加藤 茂 委員、会長席へお着きください。
会長席から就任のご挨拶をお願いいたします。

会 長
臨時議長

【新会長挨拶】
以上で会長の互選を終わります。
新会長が決まりましたので、議長を交代いたします。ご協力あり
がとうございました。
【臨時議長は自席に戻る。会長、議長席へ】
【議案第２号】

議 長

ただいまから議長を務めさせていただきますので、議事がスムー
ズに進行しますよう、ご協力をお願いいたします。
それでは、議案第２号「委員の議席について」を議題といたしま
す。
西条市農業委員会会議規則第４条第１項の規定により、委員の議
席は会長が定めます。委員の議席は、ただいま、着席の議席といた
します。
【議案第３号】
続きまして、議案第３号「会長職務代理者の互選について」を議
題といたします。事務局から説明願います。
それでは、議案第３号「会長職務代理者の互選について」説明い
たします。議案書の４ページをご覧ください。

事務局

「農業委員会等に関する法律」第５条第５項で、
「会長が欠けたと
き又は事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理す
る。
」と規定されており、また、
「西条市農業委員会規程」では、第
２条第１項で「会長及び会長職務代理者の互選は、総会において行
う。
」と規定されております。
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これらの規定に基づきまして、西条市農業委員会の会長職務代理
者を選任(互選)していただくものです。以上です。

議 長

会長職務代理者の互選の方法には、指名推薦と投票の２つの方法
がありますが、どちらの方法がよろしいか、ご意見をお伺いいたし
ます。

委 員

指名推薦との意見あり

議 長

ただいま、指名推薦というご意見がありましたが、指名推薦で行
う場合、全員の同意が必要となりますので、指名推薦で行なうこと
についてお諮りいたします。
会長職務代理者の互選を指名推薦で行なうことに賛成の方の挙手
を求めます。
【事務局挙手確認】
挙手全員であります。
よって、会長職務代理者の互選は、指名推薦の方法によることに
決しました。
次に、指名推薦の方法はいかがいたしましょうか。
代表者による推薦委員会で協議して推薦する方法と、この場で推
薦する方法の二つの方法がありますが、前者の推薦委員会で協議し
て推薦する方法で進めたいと思いますが、いかがでしょうか。ご異
議ありませんか。

委員一同
議 長

異議なし
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
次に、代表者の選任方法については、議長にお任せいただきたい
と思いますが、いかがでしょうか。これにご異議ありませんか。

委員一同

異議なし
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議 長

ご異議なしと認めます。
それでは、推薦委員会の委員数は農業委員の定数に基づきまして、
西条地区から２名、東予地区から１名、丹原地区から１名、小松地
区から１名の、計５名に、会長職務代理者は会長の補佐役でありま
すので、私も含めさせていただいて、計６名で協議させていただき
たいと思いますが、これにご異議ありませんか。

委員一同
議 長

異議なし
ご異議なしと認めます。
それでは、この場でそれぞれの推薦委員を決めていただきます。
推薦委員が決まりましたら事務局までご報告ください。
それまで暫時休憩といたします。
【暫時休憩】

事務局

それでは、推薦委員が決まりましたのでご報告いたします。
西条地区 西

昇 委員と高橋 悟 委員

東予地区 一色 司 委員、丹原地区 青野 武 委員
小松地区 髙橋忠親 委員、私、会長 加藤 以上６名です。
推薦委員会の決定につきましては、後ほどご報告申し上げますが、
全会一致でご承認いただきますようお願いいたします。
推薦委員になられた方は、別室の５０１会議室で推薦委員会を開
催願います。
それでは、推薦委員会の協議が終わるまで暫時休憩いたします。
【暫時休憩 別室にて推薦委員会】
再開いたします。推薦委員会の報告を求めます。
一色委員

推薦委員会の結果をご報告いたします。
協議の結果、全員一致で、渡邊敏昭 委員を会長職務代理者に推
薦することに決定いたしました。
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議 長

ただいま推薦委員会からの報告のとおり、渡邊敏昭 委員を会長
職務代理者とすることにご異議ありませんか。

委員一同
議長

異議なし
全会一致でご異議なしと認めます。
それでは、渡邊敏昭 委員を会長職務代理者とすることに決定い
たしました。
渡邊敏昭 委員、会長職務代理者席へお着きください。
それでは、会長職務代理者から就任のご挨拶をお願いいたします。

職務代理者

【新会長職務代理者挨拶】
【議案第４号】

議 長

続きまして、議案第４号「農地利用最適化推進委員の委嘱につい
て」を議題といたします。事務局から説明願います。

事務局

それでは、議案第４号「農地利用最適化推進委員の委嘱について」
説明いたします。
議案書の最後のページ議案資料「農地利用最適化推進委員候補者
一覧表」をご覧ください。
農地利用最適化推進委員は、農地等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業委員会が委嘱するもので、委嘱に
あたってはあらかじめ区域を定め、候補者の推薦・公募を行うこと
となっています。
そこで、本年１月１２日から２月９日までの約１ヶ月間、推薦・
公募を行ったところ、３１名の推薦・応募がありました。その後、
選考委員会において選考を行い、５月８日の総会において別紙一覧
表のとおり候補者を決定いたしました。
それでは、ただ今から候補者の氏名及び担当地区を読み上げます。
飯岡地区 渡辺春正 さん。大町・市之川地区 石橋和歓さん。
玉津地区 一色達夫さん。西条・神拝地区 高橋豊重さん。
神戸・加茂地区 伊藤正夫さん。伊藤龍二さん。
禎瑞・橘地区 日野哲也さん。宮武恭宏さん。
氷見・大保木地区 岡本省三さん。安藤英利さん。
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周布地区 栗田房信さん。吉井地区 森田忠茂さん。
多賀・壬生川地区 一色和成さん。稲井重弘さん。
国安・吉岡地区 武田義臣さん。瀬良隆彦さん。
楠河・三芳地区 垂水久明さん。
庄内地区 四之宮 明さん。眞鍋幸正さん。
丹原地区 高橋 正さん。徳田地区 高橋寿夫さん。
田野地区 佐伯美一さん。永井正幸さん。
中川・桜樹地区 石川清幸さん。渡部 靖さん。越智勝邦さん。
小松地区 玉井隆志さん。桑原俊樹さん。
石根地区 曽我敏数さん。今井文雄さん。
であります。
以上、３０名を推進委員に委嘱しようとするものです。
説明を終わります。
議 長

ただいまの事務局の説明について、ご意見、ご質問等はありませ
んか。
それではお諮りします。
別紙議案資料の推進委員候補者を西条市農地利用最適化推進委員
に委嘱することでよろしいでしょうか。
賛成の方の挙手を求めます。

委員一同
議 長

【挙手全員】
挙手全員であります。よって、別紙議案資料の推進委員候補者を
西条市農地利用最適化推進委員に委嘱することに決します。
続きまして、農地利用最適化推進委員の委嘱式を行います。
なお、準備がありますので午後２時１０分まで休憩といたします。
委員の皆様は午後２時１０分までにご着席ください。
【暫時休憩・委嘱式準備】

事務局

ただいまから、農地利用最適化推進委員の委嘱式を行います。
加藤会長より委嘱書を交付いたします。会長は中央へお進みくだ
さい。
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一同、
「礼」
名前を呼ばれた方は、前方中央の会長の前へお進み願います。次
の方は、その後でお待ちください。
委嘱書を受領後は所定の席にご着席ください。
【渡辺春正委員 等３０名 委嘱状交付】
それでは、加藤会長からご挨拶を申し上げます。
会 長
事務局

【会長挨拶】
これをもちまして、委嘱書交付式を終わります。
一同「起立」
、
「礼」
、
「着席」
それでは、はじめての会でもありますので、自己紹介を行いたい
と存じます。推進委員の皆さんから自己紹介をお願いいたします。
１番の席

渡辺春正 委員から、番号順にお願いします。

推進委員
事務局

【推進委員自己紹介】
続きまして、農業委員の皆さんの自己紹介をお願いいたします。
１番の席

高橋 悟 委員から、番号順にお願いします。

農業委員
事務局

【農業委員自己紹介】
最後に、農業委員会事務局の職員をご紹介いたします。
【事務局職員及び各分室職員自己紹介】
職員一同、一所懸命に務めてまいりますのでどうかよろしくお願
いいたします。

議 長

それでは以上をもちまして、総会を閉会いたします。
ご協力ありがとうございました。
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９．議案結果
議案第１号 会長の互選について

原案承認

議案第２号 委員の議席について

原案承認

議案第３号 会長職務代理者の互選について

原案承認

議案第４号 農地利用最適化推進委員の委嘱について

原案承認

10．閉会の日時
平成２９年７月２４日 午後２時２２分
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