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神 山 町 農 業 委 員 会 議 事 録

令和２年７月２０日神山町農業委員会を

神山町役場スダチ（２０１）において開催

・出席委員は次のとおり（１２人）

１番 高橋 正和 ２番 森 三千子 ３番 原田 健義

４番 森 昌槻 ５番 山本 實義 ６番 武市 佐市

７番 鍛 喜文 ８番 井上 善司 ９番 相原 利章

１０番 森本 守 １１番 加藤 宏行 １２番 中西 隆子

１３番 河野 宏吉

・本会議に出席した職員は次のとおり

事務局長 相原 英夫 事務局次長 鳥庭 宏 主任 西本 寛

主事 小川 和俊

１．開会

事務局長 ただいまより神山町農業委員会の初総会を開催します。

（午後２時５３分）



２．町長あいさつ

事務局長 はじめに後藤町長よりごあいさつを申し上げます。

（後藤町長あいさつ）

事務局長 ありがとうございました。

本来であれば順番に自己紹介をしてから進めるべきではありますが、農

地利用最適化推進委員の皆様と一緒に自己紹介をするために委嘱のあと

で行いたいと思います。ご了承頂きますようお願いします。

３．議事

事務局長 それでは、議事に入りたいと思います。委員の任期満了後最初に行わ

れる総会ということで会長及び会長職務代理者が決まっておりません。

今回の会議につきましても、農業委員会等に関する法律で、初総会は町

長が招集することになっております。農業委員会会長、職務代理者が決

まりますまで町長に議長をお願いします。

議長 初総会でございますので、私が議長を務めさせていただきます。よろし

くお願いいたします。それでは、協議事項に移らせていただきます。会

長及び会長職務代理者が現在決まっておりません。協議事項の①会長、

会長職務代理者の互選について、お諮りしたいと思います。この方々の

選出についてどのような選出方法をすればよろしいか。

武市委員 先程、農業委員会打合せ会を行い、各地区から選考委員を選定し、会長

及び職務代理者の方を内定し、委員の方々の了解を得ております。この

場で発表するのでいいのでないかと思います。



議長 会長、会長職務代理者は、各地区から選考委員を出して、内定をしてい

るということであります。この場で発表して、皆様に承認していただく

ということでご異議ありませんか。

（異議なしの声）

議長 異議なしの声をいただきました。それでは、選考委員会での結果を発表

していただきたいと思います。

佐々木委員 それでは、発表します。先程役場鶯宿におきまして、

会長、職務代理者の選考を行いました。選考委員を各地区から１名づつ

出してもらいまして、決めた訳でございます。

選考委員は、

広野より 森 三千子 さん

阿川より 相原 利章 さん、

鬼籠野より 中西 隆子 さん、

神領より 河野 宏吉 さん、

下分より 武市 佐市 さん、

上分より 井上 善司 さんを選出し、協議いたしました。

その結果、

会長を 河野 宏吉 さん、

会長職務代理者を 中西 隆子 さんにお願いしたいとの意見でありまし

たのでご報告いたします。



議長 ありがとうございました。ただいま選考委員の代表の方より報告があ

りました。選考会の結果、農業委員会の会長に河野 宏吉 さん、会長職

務代理者に中西 隆子 さんとの意見で一致したようであります。皆様、

ご異議ありませんか。

（異議なしの声）

議長 異議なしの声をいただきました。

会長に河野 宏吉 さん、会長職務代理者に中西 隆子 さんと決定いた

しました。

皆様のご協力により、会長、会長職務代理者を決定することができま

した。ご協力ありがとうございました。これを持ちまして議長職をお

ろさせていただきます。ありがとうございました。

（町長議長席を離れる）

事務局長 それでは新しく会長、会長職務代理者になられましたお二人から就任

の挨拶をお願いいたしたいと思います。

会長 （就任のあいさつ）

会長職務代理者 （就任のあいさつ）

事務局長 ありがとうございました。後藤町長は公務がございますので、ここで

退席をさせていただきます。



（町長退席 午後３時３分）

それでは、神山町農業委員会規則第５条により、会長が議長を務める

とありますので、田中会長に以降の議事進行をお願いします。

（会長 河野 宏吉 さん、議長席へ移動）

議長 それでは、本日の日程に従いまして、進めさせていただきます。協議

事項の②議席の決定について、お諮りいたしたいと思います。先日農

業委員会の打合せ会において、抽選にて仮議席が決定しております。

ここで発表させていただき、承認していただきたいと思います。

事務局長 事務局の方から議席順について発表します。敬称を略させていただき

ます。

１番 高橋 正和 ２番 森 三千子 ３番 原田 健義

４番 森 昌槻 ５番 山本 實義 ６番 武市 佐市

７番 鍛 喜文 ８番 井上 善司 ９番 相原 利章

10番 森本 守 11番 加藤 宏行 12番 中西 隆子

13番 河野 宏吉

以上です。

議長 ありがとうございました。ただいま、事務局長から発表をしていただき

ましたが、議席順についてご異議ありませんか。

（異議なしの声）



議長 異議なしの声をいただきました。

議席も決まった訳でございますが、本日はまだ議席前の議席番号入り名

札ができておりません。次回から名札をつけることにいたしますので、

ご了承の程よろしくお願いしたいと思います。

続きまして、協議事項の③担当地区について協議をいたしたいと思いま

す。

この件につきましても、先般の打合せ会におきまして、委員の方々に協

議していただいております。本日の資料に担当地区の割当表が示されて

おります。これで発表とさせていただきたいと思いますが、ご異議あり

ませんか。

（異議なしの声）

議長 それでは、担当地区はお配りしてあります担当地区表のとおりでよろし

くお願いします。

議長 次に協議事項④農地利用最適化推進委員の選任について事務局の方から

説明をいたします。

事務局長 それでは説明致します。

（④読み上げ）

以上でございます。

議長 ただいま事務局より説明のあった協議事項④農地利用最適化推進委員を

原案のとおり委嘱することにご異議ありませんか。



（異議なしの声）

議長 異議なしの声をいただきました。

広野地区 一宮 美行さん、阿川地区 瀬戸 日出夫さん、

鬼籠野地区 河野 一弥さん、神領地区 新宅 由行さん、

下分地区・左右内地区・上分地区木元 栄子さん、池本 公一さんと

決定いたしました。

議長 次に協議事項⑤のその他でございますが、今総会の議事録署名者が決ま

っておりません。神山町農業委員会会議規則第１９条により、２名の議

事録署名者が必要ですので、１番高橋正和さん、２番森三千子さんにお

願いいたします。

議長 以上を持ちまして、本日の協議事項を全部終了しましたので、閉会いた

します。

この後、承認いただきました農地利用最適化推進委員の委嘱状の交付を行

い、その後、農地利用最適化推進委員を含めて各自の自己紹介を行います。

さらに、終了後、農業委員会の研修会を行う予定となっております。

１５時１０分から委嘱状の交付を行いたいと思いますのでよろしくお願い

いたします。どうもありがとうございました。

（閉会 午後３時１０分）



この議事録は、事務局長をして調整せしめたもので、会議の内容に相違なきことを証

するため署名する。

神山町農業委員会

会 長

１番委員

２番委員


