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第１回農業委員会総会会議録 

 

１ 開催日時  令和２年７月２０日（月） 午前１０時 

 

２ 開催場所  柳井市役所３階大会議室 

 

３ 出席委員 ２番 中元  茂雄 君 ３番 原田  淳一 君 

 ４番 寺西 久美子 君 ５番 岩政  幸人 君 

 ６番 吉 弘  功 君 ７番 勝本  澄人 君 

 ８番 下土井  進 君 ９番 鈴木  喜義 君 

 １０番 岡本  幸子 君 １１番 大崎  正男 君 

 １２番 齋藤  貴之 君 １３番 宮本  三雄 君 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

４ 欠席委員  １番 槙本  正男 君  

   

   

 

５ 説明のため出席した者  

 事 務 局 長    伊藤  義人 君 

 事務局次長    下前  真一 君 

 

６ 記事ならびに議事録調整者 

 職   員    菅岡  利夫 君 
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会議に付議した事項 

 

議案第１号  農地利用最適化推進委員の委嘱について 
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第１回農業委員会総会次第 

 

局長 伊藤君 

 

ただいまから第 1回柳井市農業委員会総会を開催いたします。 

改選後最初の総会ですので、議長選出まで事務局長の伊藤が進行させ

ていただきます。 

よろしくお願いします。 

本日の出席人数につきましては、定数１３名、出席数１２名で過半数

に達しています。 

よって、本総会は成立していることを報告します。 

改選後最初の総会は、市長が招集することとなっていますので、開会

にあたりまして、井原柳井市長からご挨拶をいただきます。 

 

市長 井原君 おはようございます。 

第 1 回柳井市農業委員会総会の開会にあたり、先程事務局長の方が申

し上げましたように、改選後の最初の総会ということで、市長、私の方

が招集させていただくということでございまして、冒頭私の方からご

挨拶をさせていただきたいというふうに思います。 

まずは、先程の辞令交付式において、それぞれ辞令を皆様にお渡しさせて

いただきました。 

改めて１３名の委員の皆様には、このたびご就任をいただいて、これから３

年間どうぞ大きなお力をお貸しいただきますようによろしくお願いをいたしま

す。 

さて、このたびは 11 名の方が引き続いてということ、また、２名の方が新たに

ということでございます。 

１３名の方々、大変恐縮でございますが、ご年齢を拝見をいたしますと、８０

代の岩政委員さんをはじめ、７０代、６０代、５０代、ちょっと４０代は空きます

が、３０代の齋藤委員ということで、各年代バランス良く人選されていることも

ありますし、また、新人の方、ベテランの方、女性委員の方、また、いわゆる

中立委員をされている方、非常に布陣としてはバランスのとれた最適なかた

ちになっているというふうに私自身も感じております。 

そうした中で、今後本市の農業、そして農地の最適化に向けたさまざまな取

組をお願いさせていただく訳でございますが、大変恐縮でございますが、８

０代の委員さんということでありますけれども、ちょうどこのたびご退任された

清重委員さんが、先般ご挨拶にお越しいただきました。 

昭和５３年から確か長きにわたり委員を続けてこられて、これからはもうちょっ

と農業ができそうだというようなことをおしゃっておられまして、伯父とのそうい

う関係になりますので、もう健太郎君が小さい頃からこういう委員をしていたと

いうことで、本当に長い間、更にこれからも農業を頑張るというふうにおっし

ゃっておられます。 

何と言っても本市が抱える課題は、農業者の方々の高齢化であったり、担い
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手の不足であったり、耕作放棄地の増加ということでありますが、このそれぞ

れの課題ですね、振り返って見ると、もう１０数年前、私の就任した時から、も

う同じことを毎年、毎年ですね、毎たび申し上げてきたように思います。 

実際にはご高齢の方でも、しっかりと頑張って農業をやっておられる方も多

くいらっしゃる訳でありますし、また、担い手が不足と言いながらも新たに担

い手として若い人が参入したりという実態も、一方ではあるわけでございます

し、また耕作放棄地についても大きな課題ではありますが、それぞれ農業委

員会の皆様のお力もいただきながら抑制に努めてきた訳であります。 

そうした一つ一つの積み重ね、取組が本市のこの農業をつくり、また、これ

からの農業を作っていくというふうに思いますので、まあ、こうしたなかなか難

しい時世、時代に入ってきているとはいえ、また一つ皆様のご経験そして知

識を含めて、大いに発揮していただきたいなあというふうに思います。 

なお、もう一つ昨日も、こういう実態があるという中の一つで、一日平郡島で

先般の大雨の災害の現場の視察に行ってまいりました。 

今回も大変大きな雨が降って、西、東それぞれ市道が崩落をしていて、特

に東集落の方が利用される市道については、その先に５、６軒の方がみか

んであったり、また農業をしておられる実態があって、これから農地に行くの

にどういうふうにしていこうかということ、その復旧も、一部道路が崩落したと

いうよりは、山全体が直接海に落ちてしまったという状況もある訳でありまし

て、厳しい中で、またこうした災害が起きたということで、なかなかそれぞれに

あるんだなあということを改めて、昨日思いました。 

また同時に、滅多に行かない市道でありますから、大変いのししがあっちこ

ちに石を落としてということで、そこにまた雨が降り崩落をしてということであり

まして、色んな課題が昨日一日だけでも見えてきたようにも感じました。 

そういう意味で、繰り返し申し上げて誠に恐縮ですが、難しい時代に加え

て、今回のコロナ禍ということで、今後とも新型ウイルス感染症への感染の防

止、感染拡大の抑止に加えて、また、社会経済活動を両立するという中の、

その社会経済活動の中での、農業の大変大きな部分になりますので、重ね

重ねそのことについてお力を賜りますようにお願いを申し上げまして私から

のご挨拶とさせていただきます。 

なお、本日は大変お忙しい中、柳井市議会山本議長様にもご臨席をいただ

いております。 

あの議長さん、議会としてもですね、また本市行政含めて大いにお力をいた

だきますようにお願い申し上げまして、ご挨拶を終わります。 

これから３年間、まずはどうかよろしくお願いいたします。 

ありがとうございます。 

 （一同拍手） 

 

局長 伊藤君 

 

ありがとうございました。 

続きまして、柳井市議会を代表いたしまして、山本達也議長様からご
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挨拶をいただきます。 

 

市議会議長  

山本君 

皆さんおはようございます。 

新型ウイルスコロナ感染症の対策の最中と言いましょうか、そういっ

た中で、久々の会合でございまして、いささか緊張気味の山本でござ

います。 

本日お集りの皆様方におかれましては、先の６月９日議会で同意をさ

れました。 

その際、新任の方にはご挨拶まで議場でいただきました。 

誠にありがとうございました。 

また、皆様方におかれましては、常日頃より農業の振興発展にご尽力

いただいておりますこと、心より厚く御礼申し上げます。 

さて、皆様ご承知のように、本当にこの地は穏やかで気候風土の良い、

そういった中で育つ農作物は、柳井の宝でございます。 

私事で大変恐縮でございますけれども、私も折に触れ地元の農作物を 

いただくことがございます。 

私こう見えて料理をするのが大変上手とは言いませんが、好きでござ

いまして、皆様が手塩にかけた農作物を一生懸命調理する、今で言え

ば夏野菜を中心に調理して、家族や親しい方々と食するのが喜びでご

ざいます。 

本当にこういった安心で安全な地元のお米、野菜、果物をですね、本当

に柳井でお暮しになる方々、また柳井で育つ子ども達に末永く届けて

行きたいものだと願っております。 

しかしながら、先程市長さんも申し上げられましたけれども、担い手

の高齢化、また、耕作放棄地の問題、また、国際的貿易交渉の行方、特

に柳井においては、農地売買面積の問題等、本当に山積する課題がた

くさんございます。 

決して楽観視はできない、今後農業を取り巻く環境は厳しい状況だと

私は感じております。 

そうした中で、市議会といたしましても、農業の持続発展のために、執

行部とともにあらゆる施策を推進しながら、支援してまいる所存でご

ざいます。 

後程委嘱されるでありましょう農地利用最適化推進委員の方々ととも

に、皆様方にあっては、柳井の農地を守っていただく、農作物を守って

いただく、ひいては柳井市の食文化を守っていただく大変大きなお役

目がございます。 

引き続き、力強いご支援を賜りたいと願っております。 

終わりに、本日ご参会の皆様方の今後ますますのご健勝を祈念いたし

まして挨拶とさせていただきます。 

第１回総会のご開催、誠におめでとうございます。 
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 （一同拍手） 

 

局長 伊藤君 

 

ありがとうございました。 

井原市長様、山本議長様には、この後の公務のため退席されます。 

お忙しいところありがとうございました。 

（市長・市議会議長退席  午前１０時１２分） 

 

（会場のレイアウト変更のため一旦休憩） 

（１０時１６分再開） 

 

局長 伊藤君 

 

お待たせいたしました。 

続きまして、臨時議長の選出に移ります。 

会長が選出されるまでの間、地方自治法第１０７条の規程の準用によ

り、年長の委員が臨時に議長の職務を行うこととなっていますが、そ

のように決することにご異議ございませんか。 

(異議なしの声あり) 

ご異議がないようですので、ただいまご出席委員の中で年長委員であ

る岩政委員に臨時議長をお願いします。 

（岩政委員 議長席へ） 

 

臨時議長 岩政

君 

 

ただいま伊藤事務局長よりご指名をいただきました岩政でございま

す。 

臨時議長を務めさせていただきますので、皆様方のご協力をいただき、

議事を進行させていただきますので、よろしくご協力の程、よろしく

お願いいたします。 

 

臨時議長 岩政

君 

 

それでは、最初にですね、農業委員に新たに任命されました１３名の

委員の方の自己紹介を、お願いをしたいと思います。 

大崎委員の方から順番にずっとお願いいたします。 

 

委員 大崎君 おはようございます。 

阿月の大崎です。 

阿月で４０年間農業委員をやられた人の、超ベテランの後釜となりま

す。 

微力ではございますけれども全力で取り組みたいと思いますのでよろ

しくお願いいたします。 

 

委員 岡本君 余田の岡本と申します。 

２期目になります。 

どうぞ引き続きよろしくお願いたします。 
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委員 勝本君 伊陸の勝本と申します。 

私も２期目となります。 

家では農業の方をですね、今１町８反作ってますけど、これから基盤

整備も地区で始まっております。 

今後ますます担い手として頑張っていきたいというふうに気持ちも新

たに取り組んでいます。 

今後ともまたよろしくお願いします。 

 

委員 齋藤君 おはようございます。 

伊保庄の齋藤です。 

年齢は見てのとおり１番私が若い訳ですが、先程の話でまあ赤ちゃん

レベルというふうな話も出ておりますが、もう５期目ということでで

すね、結構やっておりますが、今後とも是非頑張って行こうと思いま

すのでよろしくお願いします。 

 

委員 下土井君 余田の下土井でございます。 

このたび３期目になります。 

地域でもそれなりに農地も作っております。 

圃場整備もありますが、協力をしております。 

また、よろしくお願いします。 

 

委員 鈴木君 おはようございます。 

平郡島の鈴木です。 

引き続いてお世話になります。 

よろしくお願いします。 

 

委員 寺西君 ２期目の寺西です。 

微力ではありますが、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。 

 

委員 中元君 大畠の中元茂雄でございます。 

合併前から委員をやらせていただいて、今は大畠、遠崎、神代の担当を

扱っております。 

まあ、ひとつよろしくお願いいたします。 

 

委員 原田君 新庄の原田でございます。 

このたび初めて農業委員を務めさせていただきます。 

いろいろ分からないことだらけなんで、よろしくご指導の程、よろし

くお願いいたします。 
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委員 宮本君 おはようございます。 

伊陸の宮本でございます。 

任期は鈴木委員の次くらいに長いんではないかと思いますが、よろし

くお願いいたします。 

 

委員 吉弘君 おはようございます。 

柳井の吉弘でございます。 

中立委員ということで２期目就任をさせていただきました。 

皆様よろしくお願いします。 

 

臨時議長 岩政

君 

 

柳井地区から選出であります岩政でございます。 

私も当年８１歳を迎えまして、今期は引退したかったんでございます

が、もう１期やってくれという地域の皆さんご要望もございまして、

もう１期程やらさせていただきますが、次期の委員はもう決めており

ますので、最後ひとつ皆様方のご協力をよろしくお願いしたいと思い

ます。 

 

 

 

局長 伊藤君 

 

 （職員村田、浅原入室） 

 

続いて、事務局職員を紹介させていただきます。 

 （順次紹介） 

こちらから、下前次長です。 

村田主査です。 

再任用職員の菅岡です。 

農林水産課の併任となりますけれども、浅原主査です。 

同じく農林水産課の併任職員の戎という者がおります。 

そして、私局長の伊藤と申します。 

よろしくお願いします。 

それでは、村田、浅原につきましては退席をさせていただきます。 

  

（職員村田、浅原退室） 

 

臨時議長 岩政

君 

 

それでは、今から会長の選任をさせていただきたいと思います。 

会長選任につきましては、柳井市農業委員会の規程第４条によります

と、まあ選挙といいますかね、それで決めるということになっており

ますが、今までの例としまして指名推薦でですね、会長を決定させて

いただいております。 

どの方法でやれば良いか、皆さんのご意見をお聞きしたいと思います。 
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臨時議長 岩政

君 

はい、下土井委員。 

委員 下土井君 

 

１３名なんで、推薦互選で。 

選挙などしなくて良いいんでは。 

 

臨時議長 岩政

君 

 

はい、わかりました。 

指名推薦ではどうかというご意見がございまして、指名推薦でご賛同

の方は、挙手をお願いしたいと思います。 

（全員挙手） 

 

臨時議長 岩政

君 

 

はい、ありがとうございました。 

全員の方が賛成でございますので、それでは指名選任をさせていただ

きたいと思います。 

今回の委員の中で会長を推薦したいというご意見のある方は挙手をお

願いします。 

 

臨時議長 岩政

君 

中元委員、お願いします。 

委員 中元君 

 

いままで職務代理を長いことされて、農業委員のことも詳しいと思い

ますので、宮本さんにお願いしたらと思います。 

 

臨時議長 岩政

君 

 

はい、ありがとうございました。 

他にご意見はございませんですか。 

（なしの声あり） 

それでは、ご意見がございませんので、宮本委員さんをですね、会長に

推薦したいというふうに思いますが、ご賛同の方は挙手をお願いしま

す。 

（全員挙手） 

 

臨時議長 岩政

君 

 

全員挙手ということで、会長は宮本三雄委員に決定いたしました。 

会長が決まりましたので、臨時議長としての役目を終わらせていただ

きます。 

皆様のご協力に対しまして、厚く御礼を申し上げます。 

大変ありがとうございました。 

 

局長 伊藤君 

 

岩政委員、お疲れ様でした。 

（岩政委員自席へ） 

 

局長 伊藤君 宮本会長、議長の方へお願いいたします。 

 （会長議長席へ） 
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局長 伊藤君 それではここで、宮本会長に就任のご挨拶をいただきます。 

 

議長 宮本君 

 

ただいま皆様から推薦をいただきまして、槙本前会長の後任としまし

て、農業委員会の会長を務めさせていただきます。 

今後３年間、よろしくご協力の程お願いいたします。 

 

議長 宮本君 

 

続きまして、会長に続きまして職務代理者の互選を行いたいと思いま

すが、会長と同様に、規程では投票で行うようになっておりますが、今

までは指名推薦という方法で行っておりますが、今回どのようにいた

しましょうか。 

 

議長 宮本君 

 

岩政委員。 

 

委員 岩政君 

 

会長が選任するということでは。 

 

議長 宮本君 

 

岩政委員から会長に任すといわれましたが、それでよろしいでしょう

か。 

（異議なしの声あり） 

 

議長 宮本君 

 

それでは異議なしということですので、柳井市の農業委員会の職務代

理は、若返りということもあり、伊保庄の齋藤委員にお願いしたらど

うかと思いますが、皆さんいかがでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

 

議長 宮本君 

 

よろしいでしょうか。 

はい、異議なしということで、齋藤委員に職務代理をお願いしたいと

思います。 

よろしくお願いいたします。 

（齋藤委員職務代理者席へ） 

 

議長 宮本君 

 

それでは、齋藤職務代理の方からご挨拶をお願いいたします。 

 

委員 齋藤君 

 

ただいま推薦をいただきました。 

職務代理としてですね、宮本会長を支えるがゆえにですね、農業委員

会の益々の発展と運営に尽力していこうと思います。 

どうぞ皆さん、ご協力よろしくお願いいたします。 

 

議長 宮本君 

 

続きまして、議席の指定に移りたいと思います。 

議席は、改選後第１回の総会においてくじで決めることになっていま
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 す。 

今からくじを配りますので、くじをひかれたら、その紙に名前を記入

して、事務局の方にお渡してください。 

なお、予備抽選なしとしますので。 

（くじの配布・回収） 

 

局長 伊藤君 

 

それでは、くじの結果を発表します。 

１番 槙本委員。 

２番 中元委員。 

３番 原田委員。 

４番 寺西委員。 

５番 岩政委員 

６番 吉弘委員。 

７番 勝本委員。 

８番 下土井委員。 

９番 鈴木委員。 

１０番 岡本委員。 

１１番 大崎委員となりました。 

なお、議席番号１２番は会長職務代理者で齋藤委員、議席番号１３番

は会長で宮本委員となります。  

恐れ入ります。 

それでは、こちらから１番となりますので、座り替えていただきます

ようお願いいたします。 

 （それぞれの議席に移動、着席） 

 

局長 伊藤君 

 

ありがとうございました。 

次回の総会からは、その席でお願いいたします。 

なお、会議規則第４条により、毎年初回の総会の初めに議席のくじを

行うことになっておりますので申し添えておきます。 

 

議長 宮本君 

 

 

次に、会議録署名委員の指名を行います。 

会議録署名委員は、会議規則第１６条により議長において中元委員と

原田委員にお願いしたいと思います。 

 

次に、会期につきましてお諮りいたします。 

本会期は本日一日限りといたしますが、ご異議ございませんでしょう

か。 

（異議なしの声あり） 

はい、異議なしと認めます。 

よって、会期は本日一日限りと決定いたします。 
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議長 宮本君 

 

それでは、ただいまより議事に入ります。 

議案第１号を上程します。 

事務局からの議案の朗読並びに調書の説明をさせていただきます。 

お願いいたします｡ 

 

局長 伊藤君 

 

議案第１号 農地利用最適化推進委員の委嘱について 

農業委員会等に関する法律第１７条第１項の規定により農地利用最適

化推進委員を委嘱する。 

令和２年７月２０日提出 柳井市農業委員会長 宮本三雄。 

調書につきましては、下前次長が説明します。 

 

次長 下前君 

 

それでは、説明いたします。 

農地利用最適化推進委員の委嘱については、農業委員会等に関する法

律第１７条第１項の規程により、前回の改選から新たに設置すること

になったものです。 

当農業委員会では、農地利用最適化推進委員を令和２年１月２０日か

ら２月２１日まで募集したところ、定員２１人に対し２１人の応募が

あり、６月１５日開催の農業委員会総会後に農業委員全員で候補者に

ついて協議、確認した結果、２１人を候補者とすることとなりました

ので、本日の総会に上程し、承認をお願いするものです。 

候補者の一覧は別紙調書のとおりでございます。 

なお、農地利用最適化推進委員の任期は、農業委員と同じ７月２０日

から３年間です。 

本会でご承認いただいたのちは、本日午後１時から委嘱状交付式を行

いますので、農業委員の皆様方のご出席をお願いします。 

以上で、事務局からの説明を終わらせていただきます。 

 

議長 宮本君 

 

はい、補足説明を終わります。 

ご審議をお願いいたします。 

整理番号１番につきまして、他に質問はございませんでしょうか。 

（質疑なしの声あり） 

はい、質疑なしと認めます。 

 

議長 宮本君 

 

質疑を終了しまして、議案第１号については、原案のとおり可決・承認

することに、ご異議がない方は挙手をお願いいたします。 

（挙手多数） 

ありがとうございました。 

挙手多数と認めます。 

よって、議案第１号につきましては、可決・承認と決します。 
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議長 宮本君 

 

これで審議事項は、本日は終了いたします。 

以上をもちまして第１回総会を閉会します。 

（閉会 午前１０時４０分） 

 

 


