
氷川町農業委員会初総会議事録 
 

1．開催日時：令和 3年 7月 20日（火） 午後 1時 30分開会 
 

2．開催場所：氷川町役場 2階 大会議室 

 

3．出席委員：14名 

1番 金川 次男 2番 園田 昇 3番 橋本 淳一 

4番 江﨑 貴博 5番 入江 清満 6番 木村 和浩 

7番 坂口 誠一 8番 中村 貢 9番 濱田 正澄 

10番 宮﨑 武士 11番 永田 裕二 12番 坂口 誠一 

13番 井副 陽子 14番 本田 智恵子   

 

4．欠席委員：なし 

 

5．議事日程 

日程第 1．仮議席の指定について 

日程第 2．議事録署名委員の指名について 

日程第 3．議案第 1号 氷川町農業委員会会長の選出について 

日程第 4．議案第 2号 氷川町農業委員会会長職務代理者の選出について 

日程第 5．議席の指定について 

日程第 6．議案第 3号 氷川町農地利用最適化推進委員の委嘱の承認について 

 

6．農業委員会事務局職員 

  事務局長      前崎 誠 

  事務局長補佐    坂梨 俊弘 

  係長        續  貴志 

  会計年度任用職員  川田 純也 

  主事        平山 望愛 



7．会議の概要 

前崎事務局長  本日は改選後の初の総会にご出席をいただき、ありがとうございます。た

だ今の出席委員は 14 名中 14 名です。農業委員会等に関する法律第 27 条第

3項の規定により過半数に達していますので、ただ今より氷川町農業委員会

初総会を開催します。なお、農業委員会等に関する法律第 27 条第 1 項の規

定により、改選後の最初に行われる総会は町長が招集することになっていま

す。それでは、開会にあたりまして、町長がご挨拶申し上げます。 

藤本町長 ―――――＜町長挨拶＞――――― 

前崎事務局長  今回は、改選後の初めての総会でありますので、まず、それぞれの委員さ

んから自己紹介をお願いします。議案書の 2ページをお開きください。仮議

席の番号順に自己紹介をお願いします。 

―――――＜委員自己紹介＞――――― 

前崎事務局長  続きまして、農業委員会事務局職員の自己紹介をします。 

―――――＜職員自己紹介＞――――― 

前崎事務局長  農地課 7 名で農業委員会の事務を行っています。よろしくお願いします。 

次に、初総会を開催するにあたって、臨時議長の選出を行います。本来で

あれば会長が総会の議長になりますが、まだ会長が決まっていません。地方

自治法第 107 条に町議会の臨時議長には最年長者を充てるという定めがあ

りますが、農業委員会の総会については、その定めがありません。そこで、

議会に準じて、会長が決まるまでの間、最年長の委員に臨時議長として議事

運営をお願いしたいと思いますが、異議はありませんか。 

―――――＜異議なし＞――――― 

前崎事務局長  異議もないようですので、最年長者である入江清満委員に臨時議長をお願

いします。ここで、町長は公務のため退席となりますので、ご了承ください。 

―――――＜町長退席＞――――― 

前崎事務局長  それでは、入江委員は臨時議長席へお願いします。 

入江臨時議長  改めまして皆さんこんにちは。私が最年長者と言うことで臨時議長を務め

させていただきますが、議事が滞りなく進行しますように皆様のご協力をお

願いします。本日の会議は、お手元に配布しております議事日程に従い議事

を進めます。 

日程第 1、仮議席の指定を行います。仮議席は、ただいま着席しておられ

る議席を指定します。なお、議案書の 2ページに仮議席の番号、氏名等を掲

載しています。 

日程第 2、議事録署名委員の指名を行います。署名委員は、氷川町農業委

員会総会会議規則第 12条第 2項の規定により、仮議席番号 1番、井副委員、

2番、稲田委員を指名します。 

日程第 3、議案第 1号、氷川町農業委員会会長の選出について上程します。

事務局より説明を求めます。 



前崎事務局長  議案書の 3ページをお開きください。会長については、農業委員会等に関

する法律第 5条第 2項の規定により、委員が互選した者を充てることとなっ

ています。互選の方法としましては、「指名推選による方法」と「投票によ

る方法」があります。以上で説明を終わります。 

入江臨時議長  ただいま事務局から、会長の互選方法の説明があり、指名推選もしくは投

票という説明がありました。投票するか、皆さんで互選するかということで

すが、皆さんの意見を聞きたいと思います。 

金川委員  指名推選が良いと思います。 

入江臨時議長  ただいまの意見について、皆さんどう思われますか。 

       ―――――＜異議なし＞――――― 

入江臨時議長  異議もないようですので、指名推選の方法をとりたいと思います。 

       それでは、どなたか会長に推薦いただけないでしょうか。 

園田委員  前回会長を経験されている坂口委員を会長に推薦したいと思います。 

入江臨時議長  坂口委員を推薦する意見がありましたが、いかがですか。 

他に意見がないようでしたら、坂口委員を会長に選出することに異議あり

ませんか。 

―――――＜異議なし＞――――― 

入江臨時議長  異議なしと認めます。したがって、氷川町農業委員会会長は坂口委員に決

定いたしました。 

これをもって、臨時議長の任務を解かせていただきます。ご協力ありがと

うございました。 

前崎事務局長  入江委員、ありがとうございました。それでは坂口会長は議長席へ移動を

お願いします。 

新しく会長に就任されました坂口会長より、ご挨拶をお願いします。 

坂口会長 ―――――＜会長就任挨拶＞―――― 

前崎事務局長  それでは、氷川町農業委員会総会会議規則、第 4条の規定により議長は会

長が務めることとなっておりますので、以後の議事の進行は、坂口会長にお

願いいたします。 

坂口議長  日程第 4、議案第 2号、氷川町農業委員会会長職務代理者の選出について

上程します。事務局に説明を求めます。 

前崎事務局長  議案書 3ページの下段になります。会長の職務代理者選出につきましては

農業委員会等に関する法律第 5条第 5項に、会長職務代理者を互選すること

とされています。互選の方法も、会長と同様に、「指名推選による方法」と

「投票による方法」があります。以上で説明を終わります。なお、会長の職

務代理者は、通称として副会長と申し上げておりますので、以後副会長と呼

ばせていただくことを、申し添えます。 

坂口議長  ただいま説明がありましたが、何かございませんか。 

       ―――――＜異議なし＞――――― 



坂口議長    なにもないようですので、副会長の互選を行いたいと思います。選出の方

法につきましては、会長と同様の理由で指名推選としたいと思いますが、異

議ありませんか。 

       ―――――＜異議なし＞――――― 

坂口議長    異議もないようですので、指名推選の方法をとりたいと思います。それで

は、どなたか副会長を推薦いただけないでしょうか。 

本田委員    若くて経験のある永田委員を推薦したいと思います。 

坂口議長  ただいま永田委員を推薦する意見がありましたが、いかがですか。 

他に意見がないようでしたら、永田委員を副会長に選出することに異議あ

りませんか。 

―――――＜異議なし＞――――― 

坂口議長  異議もないようですので、副会長は永田委員と決定します。 

前崎事務局長  それでは、副会長となられました永田委員は議長席の隣へ移動をお願いし

ます。 

坂口議長  それでは、新しく副会長に就任されました永田委員より、就任挨拶をお願

いします。 

永田副会長 ―――――＜就任挨拶＞――――― 

坂口議長  日程第 5、議席の指定について上程します。議席の決定については、氷川

町農業委員会総会会議規則の第 6条第 1項により、あらかじめくじで定める

こととなっておりますので、抽選による方法をとりたいと思います。 

 抽選の順番については、仮議席の番号で１番から順番にくじを引いていた

だきたいと思いますが、異議はございませんか。 

―――――＜異議なし＞――――― 

坂口議長  異議なしと認めます。それでは、抽選をいたします。 

前崎事務局長  それでは係が抽選棒をもって回りますので、抽選をお願いします。 

―――――＜抽選＞――――― 

坂口議長  つづきまして日程第 6、議案第 3号、氷川町農地利用最適化推進委員の委

嘱の承認について上程します。事務局に説明を求めます。 

前崎事務局長  議案書の 4ページをお開きください。農地利用最適化推進委員は、農業委

員会等に関する法律第 17 条第 1 項の規定により、農業委員会による委嘱と

なっています。推進委員につきましては、農業委員と同様に 1月から 2月に

かけて募集を行ったところ、13名の定数に対して 13名の応募がありました。

そこで農業委員会等に関する法律施行規則第 11 条第 3 項の規定に基づいて

選考を行った結果、議案書掲載の 13名を上程しています。なお、法第 19条

第 3 項で推薦及び募集の結果を尊重しなければならないと規定されている

ことを申し添えます。 

坂口議長  ただいま事務局より説明がありましたが、何かご意見はありませんか。 

―――――＜異議なし＞――――― 



坂口議長  異議もないようですので、これから議案第 3号、氷川町農地利用最適化推

進委員の委嘱の承認について採決します。本案に賛成の委員は挙手をお願い

します。 

―――――＜全員挙手＞――――― 

坂口議長  全員賛成です。よって議案第 3号は原案のとおり承認されました。次にそ

の他になりますが、事務局から何かありますか。 

前崎事務局長 ―――――＜連絡事項等説明＞――――― 

坂口議長  委員の皆さんから何かありませんか。ないようでしたら副会長が閉会を行

います。 

永田副会長  以上で本日の日程は全て終了しました。これをもちまして、氷川町農業委

員会初総会を閉会します。 

（午後 2時 50分閉会） 

 

 

上記の通り相違ないことを証するため、署名・捺印する。 

 

 

 

議長                     ㊞ 

 

 

 

委員                     ㊞ 

 

 

 

委員                     ㊞ 


