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        平成２９年度第１２回平戸市農業委員会議事録（新制度による初総会） 

 

平成 30年 3月 1日（木） 平戸市役所３階中会議室   

午後 1時 50分から午後２時 42分 

 

 ○午後 1時 30分から任命式  市長から委員へ任命書交付 

 ○午後 1時 40分からオリエンテーション 

  ・農林課職員紹介 

  ・農業委員会職員紹介 

  ・総会の日程説明 

 ○総会終了後午後 2時 42分から午後 3時 16分まで 

  ・各種代表者の選出・事務局連絡事項 

 

初総会日程 

  第１ 開会宣言 

  第２ 農業委員の紹介 

  第３ 臨時議長の選任 

  第４ 仮議席の指定 

  第５ 議事録署名人の指名 

  第６ 会長の互選 

  第７ 会長就任挨拶 

第８ 会長職務代理者の互選 

第９ 会長職務代理者就任挨拶 

第１０ 総会議席の指定 

第１１ 議  事 

    議案第７７号  農地利用最適化推進委員の決定について 

第１２ 閉  会 

 

出席委員（１９人） 

1番 丸田  保  2番 岡村 勝彦   3番  福田 延之    4番 阿部    榮 

 5番 本山 勝茂    6番 永田    守  7番 前川  一夫    8番 大山 光敏 

9番 青﨑日出男   10番 山下  忠平   11番  谷本  雅嗣   12番  川村 政幸 

13番  蜜山 隆満   14番 松本  一郎  15番  小川  隆友   16番 大山  荒助 

17番 藤沢 和正   18番  松山 浩幸   19番  桝屋 可恵 
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欠席委員    な し 

 

 

○事務局長  

みなさんこんにちは。私は農業委員会事務局長の○○と申します。定刻となりましたの 

で、ただ今より平成３０年度３月開催平成２９年度第１２回の平戸市農業委員会総会を開 

催いたします。本総会は農業委員会等に関する法律が改正され、新制度による任命後初総会 

であり、農業委員会等に関する法律第２７条第１項の規定により、平戸市長が招集しており 

ます。 

 はじめに、本日の出席委員数を報告いたします。委員総数１９名で、出席委員１９名と 

なっており、会議規則第１０条の規定による定足数に達しておりますので、本日の総会は成 

立いたしております。 

 次に、日程第２の農業委員の紹介でありますが、お名前を読み上げますので、その場で  

ご起立願います。 

 

○事務局長 

  それでは、委員をご紹介いたします。丸田保委員、岡村勝彦委員、福田延之委員、阿部榮

委員、本山勝茂委員、永田守委員、前川一夫委員、大山光敏委員、青﨑日出男委員、 

山下忠平委員、谷本雅嗣委員、川村政幸委員、蜜山隆満委員、松本一郎委員、小川隆友委員、 

大山荒助委員、藤沢和正委員、松山浩幸委員、桝屋可恵委員、以上１９名です。 

 

○事務局長   

次に日程第３ 臨時議長の選任についてですが、本来であれば、平戸市農業委員会総会 

  会議規則第６条の規定により、議長は会長があたることとなっておりますが、本日の総会 

は、任命後、はじめての総会でございますので、議長の職務を行う者がおりません。従い 

まして、会長が選任されるまでの間、地方自治法第１０７条の規定を準用し、本日ご出席 

されている委員の中で、年長委員の中から平戸地区の○○委員に、臨時議長をお願いした 

いと思いますが、如何でしょうか。 

 

                       （「異議なし」の声あり） 

 

○事務局長  

それでは、異議なしということですので、臨時議長に選任されました○○委員さん、議 
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長席へお願いします。 

 

○臨時議長 

ただ今臨時議長に選任いただいた○○でございます。会長互選までの限られた時間では 

ありますが、委員各位のご協力をいただき、スムーズに任務が果たせますようご協力のほど

お願い申し上げます。着席のまま議事を進めたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

○臨時議長 

   それでは、日程第４ 仮議席の指定を議題といたします。現在、着席している席を本日の 

仮議席といた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」の声あり） 

 

○臨時議長 

ご異議なしと認めます。よって現在着席している席を本日の仮議席といたします。 

 

○臨時議長  

次に、日程第５ 議事録署名人の指名を議題といたします。議事録署名人の指名について 

は、臨時議長に一任いただくことにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○臨時議長  

  それでは、議事録署名人に仮議席２番委員と、仮議席３番委員の２名を指名いたします。 

書記には事務局職員の参事監を指名いたします。 

 

○臨時議長 

  それでは、これより日程第６ 会長の互選を議題といたします。お諮りいたします。会長 

の互選の方法ですが、各地区から選考委員を選出していただき、選考委員会による指名推薦 

の方法と、投票による選挙の方法があります。如何いたしましょうか。 

 

○委 員 

  各地区から選考委員を選出していただき、お話し合いの上進めさせていただければと思い 

ます。 
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○臨時議長   

他にございませんか。指名推薦との意見でございます。お諮りいたします。会長の互選方 

法は指名推薦とすることにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○臨時議長  

ご異議なしと認めます。互選の方法は、指名推薦とすることに決しました。 

 

○臨時議長 

次に、選考委員の選出方法をお諮りします。各地区からそれぞれ１名、合計６名の選考委 

員を選出し、選考委員会が推薦した者を臨時議長が指名することにいた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」の声あり） 

 

○臨時議長 

  ご異議なしと認めます。それでは、選考委員が決まった地区は、事務局へ報告願います。

選考委員を選出するため暫時休憩します。 

 

（休憩 選考委員選出） 

 

○議 長 

  休憩中の総会を再開いたします。それでは、各地区１名の選考委員が決まりましたので、 

委員のお名前を事務局より発表させます。 

 

○事務局 

  それでは選考委員の発表をさせていただきます。平戸北部地区○○委員、平戸中部地区  

○○委員、平戸南部地区○○委員、生月地区○○委員、田平地区○○委員、大島地区○○ 

委員、以上６名です。よろしくお願いいたします。 

 

○臨時議長 

  以上６名ですが、よろしくお願いいたします。ここで、ただちに選考委員会を行うことと 
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し、暫時休憩をいたします。選考委員のみなさんは別室に移り、選考委員長決定後、選考に 

入っていただきます。 

 

（休憩 別室にて選考委員会） 

 

○臨時議長 

  休憩中の総会を再開いたします。それでは、ただ今行われました選考委員会の結果を、選 

考委員長の○○委員よりご報告をお願いいたします。 

 

○選考委員長 

  それでは、選考委員会の結果についてご報告いたします。平戸市農業委員会会長に丸田保 

委員を推薦いたしましたので、皆様にご報告いたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○臨時議長 

  ただ今、選考委員会において推薦のあった、不肖私丸田を平戸市農業委員会会長にご指名

いただきました。お諮りいたします。ただ今臨時議長において指名をいただきました不肖私 

丸田保を平戸市農業委員会会長の当選人とすることにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○臨時議長 

  ご異議なしと認めます。よって不肖私丸田が平戸市農業委員会会長に当選いたしました。

なお、会長は、一般社団法人 長崎県農業会議の会議員となりますが、よろしいでしょうか。 

   

（「異議なし」の声あり） 

 

○臨時議長 

  ご異議なしと認めます。ただ今、会長にご信任をいただきましたので、私のほうから一言 

ご挨拶をさせていただきたいと思います。 

 

○会 長 

  本日、改選後の第１回農業委員会総会におきまして不肖私に会長のご指名をいただきまし 

て、私も身の引き締まる思いと責任を痛感いたしているところでございます。委員皆様方の 

限りないご支援ご協力をいただきまして、平戸市農業委員会の事務振興に、そしてまた平戸 
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市の農業振興に皆様と一緒に全力で取り組む覚悟でございます。どうかひとつ皆様方のご支 

援、ご協力ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げまして、就任の挨拶といたします。よろし 

くお願いいたします。 

（拍手）（臨時議長職から議長職へ） 

 

○議 長 

  以上で臨時議長の務めは終了いたしました。各位のご協力に対しまして感謝申し上げると 

ころでございます。 

  続きまして、日程第８を皆様方にご協議いただきたいと思います。 

日程第８ 会長職務代理者の選出を議題といたします。お諮りいたします。会長職務代理者 

の互選方法については、会長選出方法同様、指名推薦とすることに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」の声あり） 

 

○議 長  

  ご異議なしと認めます。よって選出の方法は、指名推薦とすることに決しました。次に、 

指名の方法ですが、会長の互選方法同様、選考委員会が推薦した者を、議長が指名すること 

にいた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」の声あり） 

 

○議 長 

  ご異議なしと認めます。それでは、先ほどの選考委員さんよろしくお願いします。ここで、 

 選考委員会開催のため、暫時休憩をいたします。選考委員のみなさんは、別室へお願いしま 

す。 

 

（休憩 別室にて選考委員会） 

 

○議 長 

   休憩中の総会を再開いたします。それでは、ただ今行われました選考委員会の結果を選考 

委員長の○○委員よりご報告をお願いいたします。 

 

○選考委員長 
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  それでは、選考委員会のご報告をいたします。平戸市農業委員会会長職務代理者に生月の 

川村政幸委員を推薦いたしましたので、ご報告いたします。 

 

○議 長 

  ただ今、選考委員会において推薦のあった、川村政幸委員を平戸市農業委員会会長職務代

理者に指名したいと思います。 

 

○議 長 

  お諮りいたします。ただ今、議長において指名いたしました川村政幸委員を平戸市農業委

員会会長職務代理者の当選人とすることにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議 長 

ご異議なしと認めます。よって、川村政幸委員が平戸市農業委員会会長職務代理者に当選 

されました。 

 

○議 長  

  ただ今、当選されました川村政幸委員に会長職務代理者に当選の承諾とご挨拶をお願いし 

ます。 

 

○会長職務代理者  日程第９  会長職務代理者就任挨拶 

  ただ今、会長よりご指名がありました川村でございます。先輩諸氏がたくさんいる中で、 

私にご選任をいただきましたので、会長の足を引っ張らないように、そしてまた、非常に力 

不足ではございますが、皆様のご協力をいただきまして一生懸命頑張っていきたいと思いま 

すので、是非ご協力をお願いしたいと思います。要は得ませんが挨拶に代えさせていただき 

ます。どうもありがとうございました。 

 

（ 拍手 ） 

 

○議 長 

   次に、日程第１０ 総会議席の指定を議題といたします。議席の指定につきましては、総 

会会議規則第７条第１項の規定により、任命後最初に開かれる総会において、くじで定める 
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こととなっております。そこで、その方法について、事務局より説明願います。 

 

○事務局長 

  ご説明いたします。机に番号をお示ししておりますが、議席は、最前列の議長席から見て 

左手前を１番とし、順番の１列目右端を６番とします。２列目以下７番から１８番までを議 

席の番号としておりまして、最終が１９番となっております。ただし、１９番は会長議席と 

なっておりますので、１番から１８番までをくじで決めるということになっていますので、 

よろしくお願いいたします。 

 

○議 長  

  お諮りいたします。ただ今の事務局の提案についてご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議 長 

  ご異議なしと認めます。それでは、仮議席１番委員から順にくじ引きをお願いします。 

 

      （事務局長が議席番号、氏名を読み上げ、くじを引く） 

 

○議 長 

  くじ引き漏れはありませんか。 

  

           （「くじ引き漏れなし」を確認） 

 

○議 長 

  それでは、事務局より議席の発表をいたさせます。 

 

○事務局 

  それでは本議席番号とお名前を申し上げます。１番蜜山隆満委員、２番岡村勝彦委員、３ 

番阿部榮委員、４番小川隆友委員、５番本山勝茂委員、６番松本一郎委員、７番谷本雅嗣委 

員、８番川村政幸委員、９番前川一夫委員、１０番桝屋可恵委員、１１番青﨑日出男委員、 

１２番大山荒助委員、１３番山下忠平委員、１４番松山浩幸委員、１５番藤沢和正委員、   

１６番大山光敏委員、１７番福田延之委員、１８番永田守委員 以上です。 
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○議 長 

  ただ今、事務局の発表のとおり、議席を指定いたします。 

 

○事務局長 

  それでは、議席の移動をお願いします。 

 

              （本議席へ移動） 

 

○議 長 

  次に、日程第１１ 議案第７７号「農地利用最適化推進委員の決定について」を議題とい 

たします。事務局の説明を求めます。 

 

○事務局  

  それでは、議案第７７号 「農地利用最適化推進委員の決定について」ご説明いたします。 

 農業委員会等に関する法律の改正に伴い、農業委員とは別に農地利用最適化推進委員を農業 

委員会に置くこととされており、最適化推進委員については、農業委員会が任命し、農業委 

員と協力して農地利用の推進を図ることとされております。 

 昨年６月に最適化推進委員の定数条例を制定しており、定数は１８名としております。ま

た、最適化推進委員は、現場活動を主に行うため地区別に委員を設置することができるとな

っております。この最適化推進委員の任命に当たっては、公募・農業団体等からの推薦によ

ることとなっており、平成２９年９月２０日から約１ヶ月間公募を実施し、結果として、な

がさき西海農業協同組合から１８名の推薦をいただき、１１月２７日開催の平戸市農地利用

最適化推進委員選考委員会（各地区代表農業委員８名による選考委員会）にて候補者の選考

を行い、１２月２６日開催の第８回農業委員会総会で最適化推進委員の候補者として内定し

たものであります。 

 委員の任期については、平成３０年４月１日から平成３３年２月２８日までとしておりま

す。委員の報酬は月額２３，５００円です。各候補者の経歴等は表のとおりであります。 

よろしくご審議のほどお願いいたします。 

 

○議 長 

  ただ今、事務局より説明が終りましたので、質疑を行います。何かございませんか。 

 

(質疑なし) 
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○議 長 

  質疑がありませんので、質疑を終結し採決いたします。議案第７７号について、原案のと 

おり決定することにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議 長 

 ご異義なしと認めます。議案第７７号の農地利用最適化推進委員の決定については、原 

案のとおり決定いたします。 

 

○議 長  

  ここで、次回の総会日程をあらかじめ決めたいと思います。次回総会を３月２６日（月曜 

日）午前９時３０分より、場所は、市役所会議室において行いたいと思いますが、よろしゅ 

うございますか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議 長    

異議がないようですので、次回総会を３月２６日（月曜日）午前９時３０分、場所は市役 

所３階会議室において行うことにいたします。 

 

○議 長 

以上で、本日の日程はすべて終了しました。これをもちまして、平成２９年度第１２回  

平戸市農業委員会総会の全日程を終了いたします。お疲れ様でした。 

   

―  午後２時４２分 終了 ― 

 

    

     

 

 議事録の作成者の職氏名 

     農業委員会事務局 

     参事監兼班長 西  寿代 

     議事録署名  
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         平成 ３０ 年 ３ 月 ２０ 日 

 

              会  長     丸 田   保     

                     

              仮議席２番委員  岡 村 勝 彦  

 

              仮議席３番委員   福 田 延 之  


