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平 成 ２ ４ 年 度 第 １ 回 臨 時 総 会 議 事 録

日      時  平成２５年１月４日（金）午後２時００分

場      所  津市役所本庁舎 ８階 大会議室 A 

出 席 委 員 

番号 １番 池田 長義 委員、番号 ２番 太田 義政 委員、

番号 ３番 森 恒利  委員、番号 ４番 山路 正德 委員、

番号 ５番 青木 正司 委員、番号 ６番 赤塚  薫 委員、

番号 ７番 伊藤 征一 委員、番号 ８番 江藤 治三 委員、

番号 ９番 大田 武士 委員、番号１０番 奥山 勘五郎 委員、

番号１１番 下井  弘 委員、番号１２番 喜多 義幸 委員、

番号１３番 丹羽 芳久 委員、番号１４番 前田 紀男 委員、

番号１５番 杉谷 正美 委員、番号１６番 田中 茂人 委員、

番号１７番 前田 憲生 委員、番号１８番 牧野 礼吉 委員、

番号１９番 尾川 秀郎 委員、番号２０番 中川 文博 委員、

番号２１番 井村  功 委員、番号２２番 中林 長一 委員、

番号２３番 平井 秀次 委員、番号２４番 平松 義啓 委員、

番号２５番 伊藤 武則 委員、番号２６番 稲葉 和久 委員、

番号２７番 大井 一司 委員、番号２８番 鈴木 照正 委員、

番号２９番 田口 慶則 委員、番号３０番 諸戸 善昭 委員、

番号３１番 上川 洋文 委員、番号３２番 田中 竹次 委員、

番号３３番 守山 孝之 委員、番号３４番 淺井  競 委員、

番号３５番 池田 昌司 委員、番号３６番 井谷  㓛 委員、

番号３７番 岸野 隆夫 委員、番号３８番 中川 和雄 委員、

番号３９番 藤田  武 委員、番号４０番 結城 晉三 委員、

番号４１番 西口 正國 委員、番号４２番 片岡 眞郁 委員、 

番号４３番 後藤  勝 委員、番号４４番 木下 榮雄 委員、 

番号４５番 加藤 美江子委員、番号４６番 八太 正年 委員、 

番号４７番 中谷 秀也 委員、番号４８番 前川 正次 委員

                                  以上４８ 名

欠 席 委 員  なし

臨 時 議 長  番号２２番 中林 長一 

議      長  番号３３番 守山 孝之 

事 務 局 職 員  飯田事務局長、市川調整担当参事、草深次長、大西調整・担当主幹

谷口担当副主幹、倉田主査 

総合支所併任職員 糸川担当主幹、後藤副主幹、木下担当副主幹、加賀主査、服部主査、

谷川主査、紀平主査、東山主査、橋爪主査、小林副主幹、松永主査

議 事 録 署 名 者  番号５ 番 青木 正司 、番号１５番 杉谷 正美  

番号２５番 伊藤 武則 
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事      項

⑴ 農業委員会会長の選出 

⑵ 会長職務代理者の選出 

⑶ 第１農地部会及び第２農地部会並びに農業振興(専門)部会を構成する委員の互選 

⑷ 農業委員会だより編集委員の互選 

⑸ 議 事 

   議案第１号 第１農地部会長及び第２農地部会長並びに同職務代理者の選任について 

   議案第２号 農業振興部会長及び同職務代理者の選任について 

   議案第３号 農業委員会だより編集委員長及び副委員長の選任について 

議   事   の   大   要

事務局長  失礼をいたします。

      みなさん、明けましておめでとうございます。

私は農業委員会事務局長の飯田でございます。どうぞ宜しくお願い申し上げま

す。

それでは定刻になりましたので、ただいまから平成２４年度津市農業委員会第

１回臨時総会を始めさせていただきます。

新年早々の総会の開催をお願いいたしましたところ、このように多数の方に御

出席を賜りまして、誠にありがとうございます。

本日の総会は、委員改選後の初めての総会でございまして、会長、会長職務代

理者の選出ほか、所属していただく部会などを決めていただくものでございます。

それでは、臨時議長をお決めいただくまで、事務局の方で司会進行をさせて頂

きますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

司会者    みなさんおめでとうございます。 

本日の司会進行をさせていただきます、津市農業委員会事務局次長の草深でご

ざいます。どうぞよろしくお願いいたします。 

本日の出席者でございますが、在任委員４８名中、４８名全員の御出席を頂き、

定足数を満たしております。 

よって、本日の総会は、成立しておりますことを、御報告申し上げます。 

 本日の総会は、農業委員会の選挙による委員の一般選挙後最初に行われる総会

でありますことから、「農業委員会等に関する法律」第２１条第１項「ただし書き」

により、津市長が招集させて頂きました。 

それでは、開会にあたりまして、津市長 より御挨拶を頂きます。 

前葉市長 よろしくお願いいたします。

津市長   「挨拶」

司会者   ありがとうございました。 

続きまして、来賓として御臨席いただいております津市議会議長の田村宗博 

様より御挨拶を頂戴いたしたいと存じます。 

津市議会議長 ｢挨拶｣ 

司会者    ありがとうございました。 
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 なお、前葉市長並びに田村津市議会議長様におかれましは、公務の都合により、

この場で退席させていただきますので、よろしくお願いします。 

司会者       続きまして、来賓の方々の御紹介をさせて頂きます。 

津市農林水産部長 藤枝 喜與治 様、 

津市農林水産部次長 田中 完爾 様、 

津市農林水産部参事兼農林水産政策課長 來島 孝泰 様 でございます。 

 それでは、これから３年間農業委員会の運営に携わって頂く委員の皆様を御

紹介させて頂きます。 

 まず、はじめに、選挙によって選任されました委員の皆様から御紹介させて

いただきます。お名前をお呼びいたしましたら、恐れ入りますが、 御起立一礼

のうえ御着席をお願いいたします。 

 議席番号順に御紹介させて頂きます。 

番号 １番 池田 長義 様、

番号 ２番 太田 義政 様、

番号 ３番 森 恒利 様、

番号 ４番 山路 正德 様、

番号 ５番 青木 正司 様、

番号 ６番 赤塚  薫 様、

番号 ７番 伊藤 征一 様、

番号 ８番 江藤 治三 様、

番号 ９番 大田 武士 様

番号１０番 奥山 勘五郎 様、

番号１１番 下井  弘 様、

番号１２番 喜多 義幸 様、

番号１３番 丹羽 芳久 様、

番号１４番 前田 紀男 様、

番号１５番 杉谷 正美 様、

番号１６番 田中 茂人 様、

番号１７番 前田 憲生 様、

番号１８番 牧野 礼吉 様、

番号１９番 尾川 秀郎 様、

番号２０番 中川 文博 様、

番号２１番 井村  功 様、

番号２２番 中林 長一 様、

番号２３番 平井 秀次 様、

番号２４番 平松 義啓 様、

番号２５番 伊藤 武則 様、

番号２６番 稲葉 和久 様、

番号２７番 大井 一司 様、

番号２８番 鈴木 照正 様

番号２９番 田口 慶則 様、

番号３０番 諸戸 善昭 様、

番号３１番 上川 洋文 様、

番号３２番 田中 竹次 様、

番号３３番 守山 孝之 様、
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番号３４番 淺井  競 様、

番号３５番 池田 昌司 様、

番号３６番 井谷  㓛 様、

番号３７番 岸野 隆夫 様、

番号３８番 中川 和雄 様、

番号３９番 藤田  武 様、

番号４０番 結城 晉三 様

続きまして、各団体の推薦により市長が選任いたしました委員の皆様を御紹介

させて頂きます。 

番号４１番 津安芸農協推薦   西口 正國 様、 

番号４２番 三重中央農協推薦  片岡 眞郁 様、 

番号４３番 一志東部農協推薦  後藤  勝 様、 

番号４４番 土地改良区推薦   木下 榮雄 様、 

番号４５番 津市議会推薦    加藤美江子 様、 

番号４６番 津市議会推薦    八太 正年 様、 

番号４７番 津市議会推薦    中谷 秀也 様、 

番号４８番 津市議会推薦    前川 正次 様 

以上の皆様方でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

司会者    それではここで、来賓として御臨席をいただいております、津市農林水産部

の皆様方におかれましても、公務の都合により、この場で退席させていただき

ますので、よろしくお願いいたします。 

司会者    なお本日の会議は、農業委員会等に関する法律第２７条の規定により議事録

を作成し公開することとされておりますので、御発言の際は、必ず議席番号とお

名前を名乗っていただいたうえで御発言をお願いします。 

       続きまして、臨時議長の指名に入りたいと思います。 

臨時議長につきましては、地方自治法１０７条の例により年長者があたること

になっておりますので、番号２２番 中林 長一 委員を、臨時議長として指名

させて頂きたいと思います。 

中林 長一 委員、議長席へお願いいたします。 

中林臨時議長 皆さんおめでとうございます。年長者ということで、御指名をいただきまし

たものの、大役で甚だ恐縮しておりますが、臨時議長を務めさせていただきま

す。 

 それでは、さっそく会長の選出を議題として提案いたします。 

会長の選出方法についてですが、皆様におはかりいたします。 

いかが取りはからいましょうか。 

伊藤委員   議長一任。

中林臨時議長 「議長一任｣の御発言がありました。委員の皆様いかがでしょうか。  

全員     異議なし。

中林臨時議長 「異議なし」の発言がございましたので、それでは、私の方から指名させて
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いただきます。 

農業委員会会長には、長年にわたり農業委員としての知識と経験をお持ち

の番号３３番 守山 孝之 委員に会長をお願いしたいと思いますが、委員の

皆様いかがでしょうか。 

全員     異議なし。

中林臨時議長  ｢異議なし｣の御発言がございましたので、守山 孝之 委員を農業委員会

会長として選任することに決します。 

        会長が選任されましたので、臨時議長の職を辞させて頂きますとともに、議

長の職を守山新会長と交代いたします。 

司会者     臨時議長の中林様、ありがとうございました。これからの議事進行は、農

業委員会総会会議規程第５条により総会の議長は会長がこれに当たるとなっ

ておりますので、会長に議長をお願いいたしたいと存じます。議長席まで移

動をお願いいたします。 

守山議長    改めましておめでとうございます。ただいま委員の皆様から会長の御指名

を承りました守山孝之でございます。

        津市の農業の発展のために皆様とともに努力をいたしますことをここに約

束しますので、どうか御協力のほどをお願いいたします。

        それでは早速ですが、会長職務代理者の選出を議題として提案いたします。

皆様いかが取り計らいましょうか。 

諸戸委員ほか  議長一任。 

守山議長    ｢議長一任｣の発言がありました。委員の皆様いかがでしょうか。 

全員      異義なし。

守山議長    「異義なし」の発言がございましたので、それでは、私の方から指名させ

て頂きます。 

会長職務代理者として、番号２２番 中林 長一 委員にお願い致した

いと思いますが、委員の皆様いかがでしょうか。

全員      異義なし。

守山議長     「異議なし」の発言がありましたので、中林 長一 委員を会長職務代

理者として選任することに決します。 

         続きまして、第１農地部会及び第２農地部会並びに農業振興専門部会の

構成員の互選をお願いしたいと思います。互選の方法につきまして、事務

局から報告させます。 

司会者      第１農地部会及び第２農地部会委員、農業振興専門部会委員の互選方法

につきまして説明いたします。 

         お手元に配布してございます農地部会及び農業振興部会の配分表をご覧

ください。 
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 農地部会につきましては、津・安芸・香良洲地域の選挙委員２４名より

１５名を第 1農地部会委員として互選していただき、久居・一志地域の選

挙委員１６名より１５名を第２農地部会委員として互選していただきま

す。農協と土地改良区推薦の選任委員４名より、第 1農地部会 1名、第２

農地部会 1名を、市議会推薦の選任委員４名より第 1農地部会 1名、第２

農地部会 1名を互選していただきたいと思います。 

農業振興専門部会につきましては、津・安芸・香良洲地域の選挙委員２

４名より９名を、久居・一志地域の選挙委員１６名より１名を、農協と土地

改良区推薦の選任委員４名より２名を互選いただき、市議会推薦の選任委員

４名より２名を互選していただきたいと思います。  

皆さんが必ずいずれか１つの部会に所属していただくことになります。 

選出にあたりまして席を用意しましたので、津・安芸等北部地域の委員

の皆様は、事務局の者が御案内いたしますので東側の別室へ移動をお願いい

たします。 

久居・一志等南部地域の委員の皆様は、後ろの席に移動をお願いいたし

ます。 

また、選任委員さんにおかれましては、自席付近で互選をお願いします。

守山議長     事務局から説明がありましたが、委員の皆様は、それぞれの場所に移動

していただき、互選をお願いします。 

         互選結果は、事務局へ報告をお願いします。 

         互選が全て終わるまで、暫時休憩といたします。 

守山議長     互選が終わったようですので、休憩前に引続き、会議を開きます。互選

結果を事務局から報告させます。 

司会者      互選の結果が出ましたので、御報告させていただきます。 

第１農地部会を構成する委員は、次の皆様でございます。 

番号 １番 池田 長義 委員、

番号 ２番 太田 義政 委員、

番号 ３番 森 恒利 委員、

番号 ５番 青木 正司 委員、

番号 ６番 赤塚  薫 委員、

番号 ７番 伊藤 征一 委員、

番号 ９番 大田 武士 委員、

番号１０番 奥山 勘五郎 委員、

番号１３番 丹羽 芳久 委員、

番号１４番 前田 紀男 委員、

番号１５番 杉谷 正美 委員、

番号１６番 田中 茂人 委員、

番号２０番 中川 文博 委員、

番号２２番 中林 長一 委員、

番号２３番 平井 秀次 委員、

番号４３番 後藤  勝 委員、 

番号４８番 前川 正次 委員 

以上の１７名でございます。
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続きまして第２農地部会を構成する委員は、次の皆様でございます。 

番号２５番 伊藤 武則 委員、

番号２６番 稲葉 和久 委員、

番号２７番 大井 一司 委員、

番号２８番 鈴木 照正 委員、

番号２９番 田口 慶則 委員、

番号３０番 諸戸 善昭 委員、

番号３１番 上川 洋文 委員、

番号３２番 田中 竹次 委員、

番号３３番 守山 孝之 委員、

番号３５番 池田 昌司 委員、

番号３６番 井谷  㓛 委員、

番号３７番 岸野 隆夫 委員、

番号３８番 中川 和雄 委員、

番号３９番 藤田  武 委員、

番号４０番 結城 晉三 委員、

番号４２番 片岡 眞郁 委員、 

番号４７番 中谷 秀也 委員 

以上の１７名でございます。

続きまして農業振興専門部会を構成する委員は、次の皆様でございます。

番号 ４番 山路 正德 委員、

番号 ８番 江藤 治三 委員、

番号１１番 下井  弘 委員、

番号１２番 喜多 義幸 委員、

番号１７番 前田 憲生 委員、

番号１８番 牧野 礼吉 委員、

番号１９番 尾川 秀郎 委員、

番号２１番 井村  功 委員、

番号２４番 平松 義啓 委員、

番号３４番 淺井  競 委員、

番号４１番 西口 正國 委員、 

番号４４番 木下 榮雄 委員、 

番号４５番 加藤美江子 委員、 

番号４６番 八太 正年 委員 

 以上の１４名でございます。 

守山議長 事務局から互選結果の報告がありましたが、農地部会委員の皆さんには、

農地法並びに関係法令に基づく審議をしていただきます。 

なお、委員全員が農業振興部会委員ですが、農業振興専門部会委員の皆さ

んには、本市の農業振興のため農業振興専門部会を開催するにあたり、その

企画や調整などにあたっていただきます。 

続きまして、農業委員会だより編集委員の互選をしていただきます。互選

の方法につきましては、事務局から報告させます。 
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司会者      それでは、お手元に配布してございます、農業委員会だより編集委員の

配分表をご覧になっていただきますよう、お願いいたします。 

農業委員会だより編集委員の互選の方法につきましては、各地域から 1

名、農協・土地改良区推薦の中から 1名、市議会推薦の選任委員から１名

の計 1２名の編集委員を互選して頂くものでございます。 

 互選については、地区ごとに自席付近にてお願いいたします。 

守山議長     ただいま事務局から説明がありましたように、各地域から 1名ずつ１０

名を、農協・土地改良区推薦の選任委員から 1名を、市議会推薦の選任委

員から１名の計 1２名の互選をお願いするものです。 

各地域の選挙委員さん及び団体からの選任委員さんで相談のうえ、事務

局へ報告をお願いします。 

 全ての選任が終わるまで、暫時休憩とします。 

守山議長     農業委員会だより編集委員の互選が終わったようですので、休憩前に引

続き、会議を開きます。 

互選結果を事務局から報告させます。 

司会者     選出結果を御報告させて頂きます。 

番号 ４番 山路 正德 委員、

番号 ５番 青木 正司 委員、

番号１４番 前田 紀男 委員、

番号１８番 牧野 礼吉 委員、

番号１９番 尾川 秀郎 委員、

番号２１番 井村  功 委員、

番号２８番 鈴木 照正 委員、

番号３２番 田中 竹次 委員、

番号３６番 井谷  㓛 委員、

番号３７番 岸野 隆夫 委員、

番号４３番 後藤  勝 委員、 

番号４５番 加藤美江子 委員 

以上の１２名でございます。

守山議長     事務局から報告がございましたが、１２名の編集委員の皆様には、御多

忙かとは存じますが、農業委員会だよりの編集につきましてよろしくお願

いします。 

引き続き、議事録署名者の指名をいたしたいと思いますが、いかが取り

計らいましょうか。 

農業委員会委員 議長一任。

守山議長     ｢議長一任｣の発言がございましたので、議事録署名者として、番号５番

青木 正司 委員、番号１５番 杉谷 正美 委員、番号２５番 伊藤 武

則 委員の３名にお願い致したいと思いますが、委員の皆様いかがでしょう

か。 
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全員       異議なし。 

守山議長     ｢異議なし｣の発言を頂きましたので、議事録署名者として、青木 正司

委員、杉谷 正美 委員、伊藤 武則 委員を指名させて頂きます。 

それでは、議事に入ります。 

議案第１号「第１農地部会長及び第２農地部会長並びに同職務代理者の

選任について」並びに、議案第２号「農業振興部会長及び同職務代理者の選

任について」を議題といたします。 

議案第１号と議案第２号は関連性がございますことから、同時に並行し

て審議をお願いしたいと思います。 

それでは、事務局より説明させます。 

司会者      議案第１号「第１農地部会長及び第２農地部会長並びに同職務代理者の

選任について」並びに議案第２号「農業振興部会長及び同職務代理者の選任

について」でございますが、農業委員会等に関する法律第１９条第７項及び

第８項により、部会長及び同職務代理者は、総会で選任することになってお

ります。 

守山議長     事務局からの説明がありましたとおり、ただいまから第１農地部会及び

第２農地部会並びに農業振興部会の部会長及び同職務代理者の選出をお願

いします。 

農業振興部会は４８名全員が所属していただきますが、農業振興部会長

並びに同職務代理者は、農業振興専門部会も招集のうえ司会進行等をして

いただく必要がございますので、今までから農業振興専門部会の委員の中

から選出していただいております。今回もそのように進めさせていただい

てよろしいでしょうか。 

農業委員会委員  異議なし。 

守山議長     部会ごとに席を用意してございますので、お集まりのうえ、選出をお願

いします。 

なお、それぞれの選任委員の皆様も加わって頂くようお願いします。 

第１農地部会と、第２農地部会の方は、事務局の担当が案内しますので

東側の別室へ移動をお願いします。 

農業振興専門部会の方は、後ろの方へ席を設けましたので、移動をお願い

いたします。 

 選出結果は、事務局へ報告をお願いします。 

 全ての選任が終わるまで、暫時休憩とします。 

守山議長     各部会とも選出が終わったようですので、休憩前に引続き、会議を開き

ます。事務局から報告させます。 

司会者      選出結果を御報告させて頂きます。 

第１農地部会の部会長には、番号７番 伊藤 征一委員が、同職務代理

者には、番号１５番 杉谷 正美委員が、        

第２農地部会の部会長には、番号３０番 諸戸 善昭委員が、同職務代
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理者には、番号３８番中川 和雄委員が、それぞれ選出されました。 

農業振興部会の部会長には、番号１２番 喜多 義幸 委員が、同職務

代理者には、番号３４番 淺井  競 委員が、それぞれ選出されました。

守山議長     事務局から報告がありましたが、選出された部会長及び同職務代理者を

紹介させて頂きますので、お名前をお呼びしましたら、御起立をお願いし

ます。 

第１農地部会長 伊藤 征一委員、同職務代理者 杉谷 正美委員、 

第２農地部会長 諸戸 善昭委員、同職務代理者 中川 和雄委員、 

農業振興部会の部会長 喜多 義幸委員、同職務代理者 淺井 競 委員

 以上の皆様を選任いたしたいと思いますが、皆さんいかがでしょうか。 

全員       異議なし。 

守山議長     以上の皆様を選任いたします。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案第３号「農業委員会だより編集委員長及び副委員長の

選任について」を議題とします。 

それでは、事務局から説明させます。 

司会者      議案第３号は、農業委員会だより編集委員長及び副委員長を選任して頂

くものでございます。 

守山議長     事務局からの説明どおり、ただ今より農業委員会だより編集委員長及び

副委員長の選出をお願いします。 

農業委員会だより編集委員の方は、事務局の担当が案内しますので東側

の別室へ移動のうえ、正副委員長の選出をお願いします。 

その間、他の委員の皆様につきましては、自席で待機をお願いします。 

 選出されましたら事務局へ報告をお願いします。 

選出が終わるまで、暫時休憩とします。 

守山議長     選出が終わったようですので、休憩前に引続き、会議を開きます。事務

局から報告させます。 

司会者      選出結果を御報告させて頂きます。 

農業委員会だより編集委員長には、番号５番 青木 正司 委員が、同

副委員長には、番号３７番 岸野 隆夫 委員が選出されました。 

守山議長     事務局から報告がございましたが、選出された編集委員長及び同副委員

長を紹介させていただきます。お名前をお呼びしましたら、御起立をお願

いします。 

農業委員会だより編集委員長 番号５番 青木 正司 委員、 

同副委員長 番号３７番 岸野 隆夫委員 

以上の皆様を選任いたしたいと思いますが皆さんいかがでしょうか。 

全員異      意義なし。 
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守山議長     それでは、よろしくお願いいたします。 

 以上で議事は、すべて終了しました。 

 本日は、スムーズな議事運営に御協力をいただき有難うございました。 

 委員の皆様、何か御発言はございませんか。 

御発言も特に無いようですので、これをもちまして臨時総会を閉会とし

たいと思います。 

皆様、御協力ありがとうございました。 

                      午後３時４５分

上記は、第１回臨時総会の議事を録したものである。

  平成２５年１月４日


