
 

令和２年第８回大川市農業委員会臨時総会議事録 

 

１．開催日時 令和２年７月２１日(火） 

開  会 午前９時４５分～午前１０時４０分閉会 

 

２．開催場所 大川市役所 大会議室（３階） 

 

３．出席委員（１５人） 

 会   長 １５番 田中 博文  

 第１副会長 １１番 吉川 康則 

 第２副会長  ８番 宮原 晶彦 

 委   員   １番 水落 常志  ２番 古賀 林允   ３番 宮崎 文夫 

        ４番 貞苅 謙二   ５番 梅﨑 正道    ６番 山崎 忠文 

        ７番 柿添千鶴子  ９番 武下 博子  １０番  辻  正光 

       １２番 志牟田文彦 １３番  植木 幸治  １４番  龍 靖男 

 

４．欠席議員（０人） 

 

５．傍聴人（０人） 

 

６．付議事項 

 １．大川市農業委員会会長の互選について 

 ２．大川市農業委員会会長の職務代理者の互選について 

 ３．議席の決定について 

 

７．事務局 

    局長 中島 聖佳 

次長 相川 曜一 

主任主査 廣松 和徳 

 

８．会議の概要 

（開会） 

事務局長   おはようございます。定刻となりましたので、ただいまから令和２年第８ 

回大川市農業委員会臨時総会を始めさせていただきます。まずは、臨時議長が 



 

決まるまでの間、私が進行をさせていただきます。私は農業委員会の事務局長 

を務めております中島聖佳と申します。よろしくお願い申し上げます。改選後 

初めての農業委員会総会でございます。開会に先立ちまして倉重大川市長が 

ご挨拶を申し上げます。 

  なお、挨拶のあと市長は退席となりますので、ご了承頂きますようお願 

 いたします。 

 

市長       みなさん、おはようございます。 

大川市長の倉重と申します。 

本日は大川市農業委員会臨時総会を招集しましたところ、委員各位には公私と  

もご多用中、ご出席いただき誠にありがとうございます。皆様方には日頃より本市行 

政の全般にわたり、ご協力をいただき心より御礼申し上げます。また、先ほど農業委 

員の皆さんには農業委員の辞令をお渡ししまして、気持ちを新たにされたことと思 

います。今回、農業委員に任命されました皆様方に心よりお祝いを申し上げる次第 

であります。 

さて、現在の私たちを取り巻く最近の状況は大変厳しいものがあります。自然災 

         害においては、年々、これまでで最高の雨量を計測し水害をもたらしています。また、 

新型コロナウイルスにおいては、感染が拡大しており、全国的に増加傾向になって 

おりまして、皆様方も細心の注意を図る必要があります。このような中ではあります 

が、皆様方には、本市農業振興の役割が大いに期待されておりまして、本市は県 

内でも遊休農地率が非常に少なく、これもひとえに日頃からの業務遂行の賜物で 

あると思います。今後、持続可能な農業を実現していくためには、皆さんが地域農 

業のリーダーとして引っ張っていくことが必要になり、果たす役割は益々大きくなっ 

ていくものと思います。 

農業委員会の中で、公正かつ円滑な推進をお願いし、本市農業の発展のため 

にお力添えを賜ればありがたいと存じます。 

本日は、どうぞよろしくお願いします。  

 

事務局長  ありがとうございました。 

（市長退席） 

 

事務局長    次に、今回の臨時総会は改選後はじめての総会であり、会長すなわち議長が 



 

不在でございます。従いまして最初に臨時議長を決め議事をすすめたいと思い

ます。臨時議長については、農業委員会等に関する法律には規定がありません

ので、地方自治法第１０７条の規定に準じ、また、慣例によりまして年長委員 

が臨時に議長の職務を行うこととなっておりますので、そのように取扱いする

ということでよろしいでしょうか。 

       （「異議なし」という者あり） 

 

事務局長  「異議なし」ということでありますので、ただいま出席していただいておられ

る農業委員のなかで年長委員は梅崎正道委員でございますので、梅崎正道委員

を臨時議長に指名させて頂きたいと思いますがよろしいですか。 

       （「異議なし」という者あり） 

 

事務局長  ありがとうございます。それでは梅崎正道委員さん、議長席にお願いします。 

 

臨時議長  おはようございます。ご指名を受けました大川校区の梅崎でございます。慣例

により、議長をさせていただきます。よろしくお願いいたします。まずもって、

今回新しい農業委員として任命されました委員のみなさまに、心よりお祝いを

申し上げます。 

改選後、初めての総会であり、初対面の委員もおられるかと思いますので、 

各委員及び事務局員の自己紹介をお願いしたいと思います。 

校区名、氏名等簡単にただいま着席議席番号順にお願いします。 

 

臨時議長  ありがとうございました。次に事務局員の紹介をお願いします。 

               （事務局員自己紹介） 

 

臨時議長  ありがとうございました。それでは、これより議事に入りたいと思います。 

      委員定数は１５人、出席委員は１５人全員でありまして、定足数に達しており 

ますので、これより令和２９第８回大川市農業委員会臨時総会を開会いたし 

ます。会議に入ります前に、議事進行上、仮議席を指定いたします。仮議 

席は、ただいまのご着席の議席をもって仮議席といたします。なお、大川市 

農業委員会議事規則第８条第１項に「委員は議案について自由に質疑して意 

見を述べることができる」、第２項に「委員は発言しようとするときは議長 

の許可を受けなければならない」となっておりますので、委員各位のご協力 

をお願いいたします。では、会議に入ります。まず、「大川市農業委員会会長 



 

の互選について」を議題といたします。事務局に説明をさせます。 

 

事務局長   会長の互選ということでございます。これにつきましては、農業委員会等に

関する法律第５条第２項に「会長は委員が互選した者をもって充てる」とな

っているわけでございます。 

       これまでは、各校区より１名選考委員を選出していただいて、そこで選考し

て会長候補を推薦いただくというやり方で行っているようでございます。今

回はどういう方法で行うかを決めていただきたいと思います。 

 

臨時議長   ただいま、事務局から説明がありましたが、会長互選の方法については、こ

れまでは各校区より１名の選考委員を選出しその中で会長候補を推薦して

いるようでございます。 

       今回もこれまでのように各校区より１名の選考委員を選出し協議を進めた

いと思いますが、ご異議ございませんか。 

        （「異議なし」という者あり） 

 

臨時議長   ご異議ないようですので、ここで選考委員の選出及び選考委員会開催のた

め暫時休憩いたします。 

         （休憩） 

 

臨時議長   休憩前に引き続き、総会を再開いたします。 

       ここで、選考委員会からの協議の結果についてご報告願います。 

 

会長候補の選考委員長 

  選考委員の代表として、協議の結果について申し上げます。会 

長に田中博文委員を推薦することに決定いたしましたので、ご報告いたし

ます。 

 

臨時議長   それでは、ただいま選考委員長からご報告がありました田中博文委員を会

長に推薦することに決定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」という者あり） 

 

臨時議長   ご異議なしと認めます。 

       それでは、大川市農業委員会の互選については、田中博文委員を大川市農業



 

委員会会長に決定いたしました。ただいま会長が選任されましたので、私の

職務はこれで終わらせて頂きます。みなさまのご協力、ありがとうございま

した。 

 

事務局長   どうもありがとうございました。 

        それでは、ただいま新会長が選任されましたので、新会長は議長席にお願

いいたします。 

   それでは、新会長のご挨拶をお願いいたします。また、以降の議事進行に

ついてもよろしくお願いいたします。 

 

会長      それでは、一言ご挨拶申し上げます。ただいま委員各位のご推挙によりま

して、今期大川市農業委員会会長に選任いただきまして誠にありがとうござ

いました。もとより微力ではございますが、皆様方と日々勉強しながら会長

を務めさせていただきたいと思っております。皆様方は、議会の同意を要件

とする市長の任命制で選出された方々であります。今回、新たに１５人の農

業委員として活動される皆様方とともに、事務局と連携を図りながら、農業

振興のため頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 

会長     それでは、「大川市農業委員会会長職務代理者の互選について」を議題とい

たします。 

       事務局に説明をいたさせます。 

 

事務局長   それでは、会長職務代理者の互選ということでございます。これにつきまし

ては、農業委員会等に関する法第５条第５項の規定、及び大川市農業委員会議

事規則第１６条第１項に「会長が欠けた時、又は事故ある時は委員が互選した

者その職を代理する。また、同第２項に前項の代理者はあらかじめ互選してお

くことができる」となっているわけでございまして、会長職務代理者いわゆる

副会長の選任をお願いするものであります。 

       副会長の選考につきましても、先ほどの会長の互選同様、各校区より１名選

考委員を選出していただき、慣例として第１職務代理者、第２職務代理者の２

名を決めていただいていたということでございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 



 

会長     事務局の説明が終わりました。会長職務代理者についても、先ほどのケース

と同じように各校区より１名の選考委員を選出し、慣例として第１職務代理者、

第２職務代理者を２名選出していたということでございます。 

       今回も従来どおり各校区より１名選出し、協議をすすめたいと思いますが

ご異議ございませんか。 

         （「異議なし」いう者あり） 

 

会長     ご異議ないようですので、ここで選考委員選出及び選考委員会開催のため、

暫時休憩します。 

         （休憩） 

 

会長     休憩前に引き続き、会議を再開します。 

      ここで、選考委員会からの協議の結果についてご報告願います。 

 

職務代理者候補の選考委員長 

   協議の結果について申し上げます。第１職務代理者に吉川康則委員 

第２職務代理者に宮原晶彦委員を推薦することに決定いたしましたの 

で、ご報告いたします。 

 

会長     それでは、ただいま選考委員長から報告がありました第１職務代理者に吉

川康則委員を、第２職務代理者に宮原晶彦委員を推薦することに決定したいと

思いますが、これにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という者あり） 

 

会長     異議なしと認めます。 

       それでは、大川市農業委員会副会長の互選については、第１職務代理者に吉

川康則委員を、第２職務代理者に宮原晶彦委員に決定いたしました。 

       ここで、会長職務代理者に決定された御二人の委員にご挨拶をお願いいた

します。 

 

吉川委員   前回に引き続き第１副会長ということですが、会長を補佐し頑張っていき

たいと思います。よろしくお願いします。 

宮原委員   第２副会長という大役ですが、会長を補佐し、一生懸命頑張りたいと思いま

すので、よろしくお願いします。 



 

 

会長     次に議席の決定についてを議題といたします。 

       事務局に説明をいたさせます。 

 

事務局長   議席の決定についてでございますが、大川市農業委員会議事規則第７条で

議席はあらかじめくじで定めると規定されております。従来の慣行といたしま

して、会長は本会議における委員の議席等を考慮して一番最後の１５番の議席

を指定していたところでございますので、あわせて協議のほどよろしくお願い

いたします。 

 

会長     それでは、ただいま局長から説明がありましたが、会長については慣例にな

らい、本会議における委員の議席等を考慮して一番最後の１５番の議席を指定

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」という者あり） 

 

会長     異議なしと認めます。 

       それでは、１５番のくじを除き、ご着席の番号順にくじをお引き願います。 

         （全員くじを引く） 

 

会長     くじの結果を事務局に報告いたさせます。 

 

事務局長    （くじの結果報告） 

 

議 長    おはかりいたします。議席の決定については、ただいま事務局からの報告の

とおり決定することにご異議ございませんか。 

        （「異議なし」という者あり） 

 

会長     ご異議ないようですので、議席の決定につきましては、ただいま事務局から

の報告のとおり決定いたします。 

       それでは、議席番号順にご着席願います。 

        （全員議席番号順に着席） 

 

会長     以上で本日の審議はすべて終わりました。 

       次に会議録署名委員を指名いたします。１番水落常志委員、２番古賀林允委



 

員を指名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」という者あり） 

 

会長     ご異議なしと認めます。よって、１番水落常志委員、２番古賀林允委員を署

名委員に決定いたしました。これをもちまして、令和２年第８回大川市農業委

員会臨時総会を閉会いたします。 

       この会議次第は、正確である事を証明するため、ここに署名する。 

 

 

令和２年 ７月  日 

    

 委員  （水落 常志） 

 

（自筆）             

 

  委員  （古賀 林允） 

 

（自筆）             

 


