平成２９年
開 催 期 日

木城町農業委員会初総会会議録

開 催 場 所

平成２９年７月２０日（木）午前８時５５分～９時２０分まで
木城町役場 別館 2 階会議室
１番：鎌田 勝敏 ２番：工藤 久美子 ３番：坂本 康充

出 席 委 員（７人）

５番：堀田 計一 ６番：西 和浩 ７番：後藤 ミホ
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（ ０人）
木 城 町 長

半渡 英俊

職務のため

産業振興課 課 長 併任

出席した職員

農業委員会 事務局長

渕上 達也

農業委員会 専門監

三隅 秀俊

農業委員会 主 事

濵砂 裕紀

会議録署名委員

３番：坂本 康充

７番：後藤 ミホ

日程第１ 臨時議長の指名
日程第２ 仮議席の指定
日程第３ 会長の選挙について
日 程 議 事

日程第４ 会議録署名委員の指名
日程第５ 副会長の選挙について
日程第６ 部会長の選挙について
日程第７ 議席の指定及び部会委員の選挙について
日程第８ 担当地区割当てについて

日 程

発言者

発 言 の 要 旨
ただ今から農業委員会に関する法律第２７条第１項の規定により、

開 会

事 務 局
（事務局長）

委員の任期満了による任命後、最初に行われる町長招集による木城町
農業委員会総会を開会いたします。
最初に、本総会の招集者あります半渡英俊町長が挨拶を申し上げま
す。
おはようございます。農業委員の皆様方には常日頃から町行政全
般、とりわけ農業行政つきましては、格別のご理解とご協力を賜って
おりますことを、この場をお借りしまして深く感謝を申し上げたいと

町長挨拶

半渡町長

思います。また、連日のように「うだるような暑さ」でありまして、
特に熱中症等にはお気をつけてお過ごしいただければと思っている
所であります。
さて、本日は、先程、事務局の方から申し上げましたとおり、農業
委員の任期満了に伴います初総会を招集させていただきました。ご承
知のとおり、農業委員会に関する法律の一部改正が行われまして、農
業委員につきましては、公選制から議会の同意を得て首長が任命する

制度に変わったということで、今回からこの改正された法律が適用に
なった所であります。農業委員の仕事や役割というものが、今までの
ように農地の所有権・賃貸借等の許認可だけではなく、農地等の利用
半渡町長

の最適化の推進を強力に推し進めていくという部分も加わったと理
解している所であります。皆様方におかれましては、今後とも木城町
の農業のリーダーとして、また、世話役としてご尽力を賜りますよう
お願いをしたいと思います。又、私たちと一緒になって有機農業を始
めとします循環型農業、それから、儲かる農業、そして、小さくても
キラリと光かる町づくりを、一緒になってご尽力いただければ有難い
と思っておりますので、そちらの方もよろしくお願い致しまして、新
農業委員の就任、それから初総会にあたっての挨拶と致します。今後、
３年間、ひとつよろしくお願い致します。
町長におかれましては、公務がございますので、ここで退席されま

事 務 局
（事務局長）

農業委員

事 務 局

す。有難うございました。
＜町長退席＞

それでは、ただ今から初総会を開会したいところなのですが、初め

会事務局職

（事務局長） て委員になられた方もいらっしゃいますので、ここで自己紹介とした

員・農業委

いのですが、この後、農業委員と農地最適化推進員との合同研修会が

員紹介

予定されていますので、そちらでお願いすることといたしまして、こ
こでは、私の方から農業委員会事務局職員と農業委員の地区とお名前
のみを紹介させていただきます。
＜農業委員会事務局職員の紹介＞
＜農業委員の地区と名前の紹介＞

それでは、皆様にお配りしてあります総会資料の２ページをご覧く
日程１番

事 務 局

ださい。本日の議事日程がありますが、これに沿って進行させて頂き

臨時議長の （事務局長） ます。
指名
日程１番「臨時議長の指名」 本総会は、委員の任期満了による任
命後、初めての総会でございますので、会長が選任されるまでの間、
地方自治法第１０７条の規定に準じまして出席委員の中で最年長の
委員を臨時議長として指名させていただきます。
出席委員の中で鎌田勝敏委員が最年長の委員でありますので、鎌田
勝敏委員を臨時議長として指名させていただきます。鎌田勝敏委員よ
ろしくお願い致します。
最年長ということで臨時議長を勤めさせていただくことになりま
臨時議長
（仮 １番）
鎌田 勝敏

した、どうぞよろしくお願い致します。
それでは、日程のとおり会を進めていきますので、ご協力の程よろ
しくお願い致します。
ただ今の出席農業委員は、総数７名中全員の出席であります、定足
数に達していますので、ただ今から農業委員会の総会を開会致しま
す。

日程２番

臨時議長

仮議席の指 （仮 １番）
定

鎌田 勝敏

について

今の着席の議席といたします。よろしくお願いします。
つづきまして、日程３番「会長の選挙について」を議題といたしま

日程３番
会長の選挙

それでは、日程２番「仮議席の指定」を行います。仮議席は、ただ

臨時議長

す。会長の選挙の方法は、投票による選挙、又は、指名推薦いずれの

（仮 １番） 方法を用いるか、協議会においてご協議いただき、選挙の方法を決定
鎌田 勝敏

したいと思いますが、ご異議ありませんか。
（異議なし）
異議なしとのことですので、異議なしと認めます。よって、ただ今
から協議会といたします。
＜協議会＞

臨時議長
（仮 １番）
鎌田 勝敏

ただ今から本会議とします。
指名推薦ということになりましたので、推薦をされる委員は、挙手
の上、被推薦者の指名をお願い致しします。

前回は、鎌田会長でしたが、新しく法改正で選出の方法が変わりま
（仮 ８番） した。制度が新しく変わったことで農業委員会の体制を維持する上で
堀田 計一

も、前会長にこのまま引き続いて会長お願いした方が良いと思いま
す。

臨時議長

前会長の私（鎌田勝敏）が引き続いてとのご意見がありました。他

（仮 １番） に意見はございませんか。
鎌田 勝敏
（意見なし）
意見が無いようです。前会長が引続いて会長をとのご意見ですが、
前会長は私、鎌田勝敏であります。私、鎌田勝敏が推薦されたという
ことで異議はございませんか。
（異議なし）
他の方を推薦される方はございませんか。推薦をされる方は挙手を
お願いします。
（他の推薦者なし）
他に推薦される方がいませんので、お諮りしたいと思います。日程
３番「会長の選挙」については、私、鎌田勝敏を会長へ互選するとい
うことでよろしいでしょうか。
（異議なし）
異議がないようですので、私、鎌田勝敏が会長ということで互選さ
れました。
私が会長に互選されたということでよろしくお願いしたいと思い
ます。
これをもって、臨時議長の職務は終了とします。有難うございまし
た。

事 務 局
（事務局長）

今まで、臨時議長を鎌田勝敏委員に務めていただきましたが、鎌田
勝敏委員が、今回、会長となられました。改めて会長としてのご挨拶
をここで賜りたいと思いますのでよろしくお願いします。

私を会長にと推薦をいただき有難うございました。これから３年
議長（会長） 間、皆様のお力添えを頂だきながら頑張りたいと思います。私１人で
鎌田 勝敏

は、もちろん、何も出来ません。皆さんのご協力のもと、また、発案
を基にいろいろと木城町の農業がより豊かに、より元気になるように
頑張っていきたいと思います。どうかよろしくお願い致します。

日程４番
会議録署名
委員の指名

議長（会長）
鎌田 勝敏

それでは、総会を再開します。
日程４番「会議録署名委員の指名」についてであります。私から指
名させていただいてよろしいでしょうか。ご異議はありませんか。
（異議なし）
それでは、後藤ミホ委員と坂本康充委員にお願いしたいと思いま
す。
次に、会議書記の指名を行います。本日の会議書記には、農業委員
会三隅専門監と濵砂主事を指名いたします。

議長（会長）
日程５番

鎌田 勝敏

副会長の選

それでは、次に、日程５番「副会長の選挙について」を議題と致し
ます。お諮りいたします。副会長の選挙の方法は、会長による指名推
薦で決定したいと思いますが、ご異議ありませんか。

挙について
（異議なし）
異議がありませんので、副会長に工藤久美子委員を指名致します。
よろしくお願いします。それでは、ここで副会長の工藤久美子委員よ
りご挨拶をお願いしたいと思います。
ただ今、会長から副会長の指名をいただきました工藤久美子です。
（副会長）
（仮 ２番）
工藤久美子

よろしくお願い致します。これから、会長の下で皆さんが、木城町の
農家のために、よりよく、元気を持って活動していただけるような農
業委員会を作れるように頑張っていきたいと思いますので、皆様のご
協力をお願い致します。

日程６番
部会長の選
挙について

有難うございました。また、よろしくお願い致します。
議長（会長）
鎌田 勝敏

それでは、次ぎにいきます。
日程６番「部会長の選挙について」を議題とします。お諮りしたい
と思います。部会長の選挙の方法は、会長による指名推薦で決定した
いと思いますが、ご異議ありませんか。
（異議なし）
異議がありませんので、農地部長に坂本康充委員、農政部長に後藤
ミホ委員を指名いたします。よろしくお願いします。

日程７番
議席の指定

議長（会長）
鎌田 勝敏

及び部会委

つづきまして、日程７番「議席の指定及び部会委員の選挙について」
を議題とします。議席は、木城町農業委員会会議規則第３条の規定に
より、会長が定めることとなっています。事務局長より、議席の指定
及び部会委員の選挙についての慣例を申し上げさせますのでよろし

員の選挙に

くお願い致します。

ついて

議席決定についての慣例について説明致します。今回は、公選制・
事 務 局

選任制の廃止により委員数が１２名から７名となっています。慣例を

（事務局長） 参考に議席番号４番は欠番といたしまして、１番は会長、２番は副会
長、３番は農地部長、７番は農政部長としたいと思います。それから、
５番、６番は農地委員、８番は農政委員と致します。次に、部会委員
の選挙につての慣例は、副会長は農政部員となることとなっていま
す。以上です。
議席の指定及び部会委員の選挙につきましては、事務局長報告の慣
議長（会長）
鎌田 勝敏

例に基づき、会長による指名推薦にて決定してよろしいでしょうか。
（異議なし）
部会委員の議席については、年齢順でいくことに決定します。それ
では、農政委員及び農地委員につきまして指名させていただきます。
農政委員は、平野豊文委員とします。次に農地委員は、堀田計一委
員と西和浩委員とします。部会委員の議席につきましては、年齢順で
いくことに決定します。
それでは、決定した議席について発表します。１番会長 鎌田勝敏
委員、２番副会長 工藤久美子委員、３番農地部長 坂本康充委員、
５番農地委員 堀田計一委員、６番農地委員 西和浩委員、７番農政
部長 後藤ミホ委員、８番農政委員 平野豊文委員とします。以上で、
議席の指定及び部会委員の選挙についてを終了します。

日程８番

議長（会長）

つづきまして、日程８番「担当地区割り当てについて」を議題とし

鎌田 勝敏

ます。事務局長に担当地区の割当（案）の朗読・説明をお願いします。
総会資料の７ページをお開きください。

担当地区割
り当てにつ
いて

事 務 局
（事務局長）

＜担当地区割当案朗読＞
担当地区割当てにつきましては、農地全筆調査の担当区域で表示を
させていただきました。よろしくお願いします。
＜担当地区割表（事務局案）の配布＞
事務局案を発表させていただきます。椎木１地区を３番坂本康充委
員、それから、椎木２地区を７番後藤ミホ委員、椎木３地区を８番平
野豊文委員、高城４地区を会長の１番鎌田委員、高城５地区を５番堀
田計一委員、川原６地区を２番工藤久美子委員、石河内・中之又７地
区を６番西和浩委員でございます。以上です。
ただ今、事務局長の方から説明がございました。事務局案のとおり
決定したいと思いますが、質疑・意見のある方は、挙手をお願いしま
す。
（質疑・意見なし）

議長（会長）
鎌田 勝敏

事務局案についてご異議のある方は挙手をお願いします。
（異議なし）
異議が無いようですので事務局説明の担当地区割当てのとおり決
定します。
以上で、議事を終了いたします。

その他

事 務 局

それでは、その他ということで、いくつか報告事項を申し上げます。

（事務局長）

宮崎県農業会議１号会議員につきましては農業委員会会長が選任
されますことをここでご報告致します。従いまして宮崎県農業会議１
号会議員につきましては、鎌田勝敏会長がなられます。
次に、この後、休憩後、皆さんが揃ってからになりますが、農地利
用最適化推進委員の委嘱状の交付式と担当地区の発表及び両委員の
研修会を開催しますのでよろしくお願いします。

事 務 局
日程９番
散会

以上をもちまして、農業委員会に関する法律第２７条第１項の規定

（事務局長） に基づく、町長招集による木城町農業委員会総会を閉会いたします。
ご起立をお願いします。
姿勢を正してください。一同、礼、お疲れ様でした。
この会議録は事実と相違ないことを確認し、ここに署名いたしま
す。
議

長

署名委員

署名委員

