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第１回幕別町農業委員会総会議事録 

 

 

１ 開催日時  平成 26 年７月 25 日（金）午後２時 02 分から午後４時 04 分まで 

 

２ 開催場所  幕別町役場５階会議室 

 

３ 出席委員（26 名） 

   会長         26 番  谷内 雅貴 

   会長職務代理者    25 番  田邊 忠幸 

   委員          1 番  石川 雅洋 

               2 番  加藤   宏 

               3 番  大野 和也 

               4 番  髙橋 秀樹 

               5 番  井田 留吉 

               6 番  中島   孝 

               7 番  大道 健實 

               8 番  齊藤 一男 

               9 番  小原喜久雄 

              10 番  渡ひろ子 

              11 番  蛯原 一治 

              12 番  鬼頭 良市 

              13 番  白木 孝和 

              14 番  深松 俊英 

              15 番  宗 武夫 

              16 番  国枝 幸 

              17 番  千葉 茂喜 

              18 番  森  勤子 

              19 番  鯖戸 英明 

              20 番  尾藤 欣二 

              21 番  大澤 慶博 

              22 番  野 英一 

              23 番  前川 厚司 

              24 番  香西 浩志 

 

４ 議事日程 

 1） 開会宣言及び開会挨拶 

 2） 臨時議長の指名   

 3） 委員の紹介 

4） 職員の紹介 

 5） 仮議席の指定 

6） 会長の互選 

 7） 会長職務代理の互選 

 8） 議席の決定 

 9） 議事録署名委員の互選 

10）  部会の設置 

11） 広報特別委員会の設定 

12） 幕別町農業者年金協議会代議員の選任 
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13） 北海道農業会議１号会議員の決定 

14） 担当地区割 

15） 現地調査委員の輪番制 

 

５ 農業委員会事務局職員 

   事務局長        髙橋 宏邦 

    忠類支局長       天羽  徹 

    農地振興係長      鯨岡  健 

    忠類支局農地振興係長  伊藤 憲彦  

    農地振興係主査     佐瀬 洋美 

    農地振興係主事     川本 貴士 

 

６  会議の概要 

 

事務局    本日は農業委員の一般選挙後最初の農業委員会であります。農業委員会等に

関する法律第 21 条第１項の規定により、本日の総会は町長が招集しております。

ここで総会成立の報告を含めまして町長よりご挨拶をいただきます。 

 

町長     本日は、小麦の収穫期を迎え何かとお忙しい中、農業委員会委員の改選後第

１回の総会にご出席をいただきました。誠にありがとうございます。本総会は

農業委員数 26 名全員のご出席をいただいておりますことから、農業委員会等に

関する法律第 21 条第３項の規定により過半数に足しており、総会が成立するこ

とを前段ご報告させていただきます。それでは総会の開会にあたりまして一言

ご挨拶をさせていただきます。本年は降雪も少なく、土壌のしばれの影響や５

月の干ばつ、６月の長雨により一時は生育が心配されていたこところでありま

すが、ご承知のとおり現在は天候も回復し、農作物は順調に生育しているもの

とお聞きいたしているところであります。農業委員の皆様方には日頃より地方

行政の推進は勿論のこと、農業振興に深いご理解とご支援をいただいておりま

すことに、心より感謝とお礼を申し上げます。ご存知のように農業委員統一選

挙は３年に１度の改選で、今回第 22 回を数え、幕別・忠類両農業委員会が平成

20 年７月に一本化され３回目の改選であります。十勝管内では帯広市と足寄町

を除く 17 町村が告示されましたが、全町村が無投票となりました。今回の選挙

で幕別選挙区 12 名、忠類選挙区５名の委員の皆さんには、めでたく当選の栄誉

を得られましたことに心からお祝いを申し上げますとともに、先ほど選任状を

交付させていただきましたが、議会、あるいは農業団体より推薦のありました

９名の委員の皆さんには、何かとお忙しいお仕事をお持ちの中、快く農業委員

をお引き受けいただきましたことに、重ねて感謝とお礼を申し上げます。農業

委員会はご承知のとおり、法律に基づきまして市町村に設置されます合議体の

執行機関であります。このため町行政からは独立した機関としての立場にあり

ます。地域農業における農地行政の適正な執行、さらには農業者の声や要望等

を行政に繁栄する、提言する、そういった非常に大きな役割を担っているもの

と思っております。昨今の農業行政、原油価格や農業生産資材の高止まりが農

業経営に大きな影響を及ぼしております。国際農業情勢におきましては、日豪

ＥＰＡが妥結されＴＰＰ交渉につきましても今だ予断を許さない状況にありま

す。また国内では農地中間管理機構の創設を農業改革の第一歩とし、その上で

農業委員会、農業生産法人、農協の在り方などに関して見直しが図られ、農業

委員会につきましては選挙選任制度の見直しや農地利用最適化推進委員会の新

設など 10 項目に渡る改革案が６月 24 日に閣議決定されており、今後もこうし
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た国の動向を注視していかなければならないものと考えております。このよう

な状況の中にあって地域農業を守り、また農業者の声を行政に届ける農業委員

会の農業委員の果たす役割は益々重要になってきていると考えております。本

町におきましても農地の流動化、担い手不足など様々な課題がありますが、こ

れらに対応すべく関係機関のご理解とご協力をいただきながら取り組みを進め

ているところであります。本年は農業振興地域整備計画の見直しに着手すると

ともに、人・農地プランの適宜見直しや農地中間管理機構と連携した効率的な

農地利用集積の推進に取り組み、より安定的な農業経営の確立を図って参りた

いと存じております。農業委員の皆様方の格段のお力添えを賜りますようお願

いを申し上げます。結びになりますが農業委員の皆様方の今後益々のご活躍と

本町農業委員会の更なるご発展をご祈念申し上げ、加えて皆様とともに豊穣の

秋が迎えられるようご祈念を申し上げ開会にあたってのご挨拶とさせていただ

きます。どうもありがとうございました。 

 

事務局    ありがとうございました。臨時議長が決まるまでの間、議事の進行を町長に

お願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

町長     それでは臨時議長が決まるまでの間、私の方で議事を進めさせていただきま

す。臨時議長につきましては、慣例に従い地方自治法第 107 条の規定を準用し、

年長委員に臨時議長を務めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

       【異議なしの声】 

 

町長     異議がないようでありますので、それでは臨時議長は年長議員とすることに

決定いたしました。それでは鬼頭委員に臨時議長をお願いいたします。鬼頭委

員議長席にお願いいたします。それでは臨時議長が決まりましたので私はここ

で退席させていただきます。どうもありがとうございました。 

 

 

 

 

臨時議長   今、臨時議長に指名されました、南勢から来た鬼頭と申します。４期目を今

度３年間やることになりました。そういうことで仮議長というのはあまり経験

がないので、皆さんの協力を得ながら進めていきたいと思いますのでよろしく

お願いいたします。それでは日程第３、「委員の紹介」についてであります。本

日、初対面の委員さんもおられますことから自己紹介をお願いいたします。仮

議席２番から順次住所氏名等をお願いいたします。小原さんお願いいたします。 

 

２番     忠類からの議会推薦で決まりました小原です。よろしくお願いします。 

 

３番     忠類の方から来ました斉藤でございます。３期目になります。頑張っていき

たいと思います。よろしくお願いします。 

 

４番     ＪＡ忠類から任命されました蛯原と申します。どうぞよろしくお願いします。 

 

５番     千住から選出されました中島孝です。２期目です。どうぞよろしくお願いい

たします。 
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６番     議選で推薦されました西猿別の千葉と申します。よろしくお願いいたします。 

 

７番     幕別町相川の大道です。よろしくお願いします。 

 

８番     途別から選出されました加藤宏です。よろしくお願いします。 

 

９番     忠類から今回初めて農業委員をやらせていただきます野です。皆様方のご

指導を仰ぎながらやりたいと思います。よろしくお願いします。 

 

10 番     札内農協推薦の髙橋秀樹です。途別の小学校のすぐ近くに住んでいます。ど

うぞよろしくお願いします。 

 

11 番     議会推薦で推薦されました中里の深松です。よろしくお願いします。 

 

12 番     地区は明倫地区でございます。４期目を務めさせていただきます。谷内です。

よろしくお願いいたします。 

 

13 番     中里地区からの国枝です。３期目になりますけれどもまだまだ１年生です。

よろしくお願いします。 

 

14 番     十勝農済から推薦されました千住の大野です。今回初めてということで皆さ

んよろしくお願いします。 

 

15 番     議会から推薦されました、白木孝和です。途別地区です。先ほどの髙橋専務

の隣の隣です。よろしくお願いします。 

 

16 番     幕別町美川地区の森勤子です。日本共産党党員です。よろしくお願いいたし

ます。 

 

17 番     日新地区の尾藤です。よろしくお願いします。 

 

18 番     幕別町古舞に住んでおります。大正農協に入っていますので、大正農協推薦

で農業委員をやらせていただいております石川と申します。よろしくお願いい

たします。 

 

19 番     忠類東宝地区からの井田です。新人ですので皆様のお力を貸していただきな

がらやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

20 番     幕別町の明野地区の宗廣武夫でございます。今回２期目になります。よろし

くお願いします。 

 

21 番     幕別農協の推薦でやらせてもらっています明倫の前川厚司です。よろしくお

願いします。 

 

22 番     忠類からの大澤です。初めてで何もわからないのでよろしくお願いします。 

 

23 番     弘和の香西浩志と申します。２期目でございます。どうぞよろしくお願いし

ます。 
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24 番     依田地区より推薦されました田邊です。よろしくお願いします。 

 

25 番     新和･猿別地区からの鯖戸と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

26 番     忠類からの渡ひろ子です。よろしくお願いします。 

 

 

 

 

臨時議長   どうもありがとうございました。次、日程４の「職員の紹介」についてであ

ります。職員の紹介については局長よりお願いします。 

 

事務局長   私からは本局の事務職員を紹介させていただき、支局職員につきましては支

局長より紹介いたします。 

       私が事務局長の髙橋です。農業委員会に来て２年目になります。今後ともよ

ろしくお願いいたします。 

次に農地振興係係長の鯨岡健です。（鯨岡です。どうぞよろしくお願いいたし

ます。） 

次に農地振興係主査、佐瀬洋美です。（佐瀬です。よろしくお願いします。） 

次に農地振興係主事、川本貴士です。（川本です。よろしくお願いします。） 

本局はこの４人体制であります。今度ともよろしくお願いします。 

 

支局長    それでは忠類支局でございます。支局長の天羽です。経済建設課長を併任し

ております。今後ともよろしくお願いします。 

       支局の職員を紹介いたします。農地振興係長の伊藤憲彦です。（忠類支局の伊

藤です。よろしくお願いします。） 

       忠類支局につきましてはこの２名体制で行っております。今後ともどうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

臨時議長   ありがとうございました。次に、日程５「仮議席の指定」についてを議題と

いたします。仮議席の指定でありますが、仮議席は、ただいま着席されており

ます議席を指定したいと思いますが、異議ございませんか。 

 

       （異議なしの声） 

 

臨時議長   異議がないようですので、このように決定いたします。 

 

 

 

 

臨時議長   次に、日程６「会長の互選」についてを議題といたします。 

       農業委員会等に関する法律第５条第２項及び幕別町農業委員会規則第２条第

１項の規定により、会長の選挙を行います。会長の選挙は、投票と氏名推薦に

よる方法があります。お諮りいたします。会長はどの方法によって選出した方
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がよろしいでしょうか。 

 

３年前は選考委員の指名推薦ということだったんですけど、それでよろしい

ですか。 

 

       （はい） 

 

臨時議長   選考委員を選んでの指名推薦の方法でという意見が出ました。異議ございま

せんか。 

 

       【異議なしの声】 

 

       異議なしと認めます。よって会長を指名推薦する選考委員会を設置します。

選考委員の選出方法について事務局より説明いたします。 

 

事務局    前例ではありますが、中央幕別・西幕別・南幕別・忠類の４ブロックに分か

れて協議をしていただきまして、それぞれ選考委員を２名選出していただきま

して、８名で選考委員会を行っている経緯がございます。以上です。 

 

臨時議長   慣例に従いまして選考委員を決めてください。 

 

事務局    それでは、ブロックの構成と各ブロックの会場をご説明します。中央幕別に

つきましては、鬼頭委員・鯖戸委員・大道委員・宗廣委員・千葉委員の計５名。

西幕別ブロックにつきましては、髙橋委員・中島委員・石川委員・田邊委員・

尾藤委員・白木委員・加藤委員・大野委員の計８名。南幕別ブロックにつきま

しては、谷内委員・森委員・国枝委員・香西委員・前川委員・深松委員の計６

名。忠類につきましては、小原委員・齊藤委員・蛯原委員・野委員・井田委

員・大澤委員・渡委員の計７名となっています。協議する場所は、中央幕別

はこの会場、西幕別は隣の議員控室の西側、南幕別は同じく議員控室の真ん中

ですね。忠類が議員控室の東側で協議をお願いいたします。 

 

臨時議長   それでは選考委員を決めていただきます。よろしくお願いいたします。暫時

休憩します。 

 

       （14:19 から 14:33 まで休憩） 

 

臨時議長   それでは休憩を解き再開いたします。事務局より選考委員を報告願います。 

 

事務局    選考委員を申し上げます。中央幕別、鯖戸委員・宗廣委員。西幕別、中島委

員・加藤委員。南幕別、国枝委員・香西委員。忠類、小原委員・齊藤委員。以

上８名が選考委員に選出されました。 

 

臨時議長   それではこれより議員控室において選考委員会を開催していただきますので、

その間暫時休憩いたします。よろしくお願いします。 

 

       （14:34 から 14:39 まで休憩） 

 

臨時議長   それでは再開いたします。選考委員長より選考結果をご報告願います。 
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選考委員長  選考委員長になりました小原です。私から選考結果をご報告いたします。会

長には谷内委員が適任であるという結果になりました。以上で報告を終わりま

す。 

 

臨時議長   お諮りいたします。ただいま、選考委員長より選考結果のご報告をいただき

ました。谷内委員を会長の当選とすることに、異議ございませんか。 

 

       【異議なしの声】 

 

臨時議長   農業委員会会議規則第５条の規定により、会長が会議の議長となることにな

っております。これにて臨時議長の職務を終わらせていただきます。 

 

事務局    会長は、議長席にご着席願います。会長が決定いたしましたので、ここで会

長から就任のご挨拶をいただきます。 

 

会長     ただいま選考委員長からのご報告がありまして、皆さんの承認を得、今回会

長をご指名いただきました。前任者の杉坂会長が長年にわたってすばらしい農

業委員会活動をされて、私も３年間職務代理として一緒に務めさせていただい

たところでございます。会長職は激務と感じておりますが、職務代理者の経験

を活かし、務めさせていただきたいと思います。また、今の国の行政について

は先ほど町長のお話にありましたとおり大変な時期でございます。何とか幕別

の農業のために３年間頑張りたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

 

 

 

議長     それでは日程第７「会長職務代理の互選」についてを議題といたします。農

業委員会等に関する法律第５条第５項及び農業委員会規則第４条の規定により、

会長職務代理者の選挙を行います。選挙の方法についてお諮りいたします。 

 

議長     選挙の方法は会長が選考委員による指名推薦でしたので、会長職務代理者も

指名推薦にいたしたいと思います。ご異議ございませんか。 

 

       【異議なしの声】 

 

議長     異議なしと認め、会長職務代理者の選挙は選考委員による指名推薦によるこ

とに決定いたします。お諮りいたします。選考委員は会長を選考した時の委員

でよろしいですか。 

 

       【異議なしの声】 

 

議長     異議なしと認めます。それでは選考委員会を開催していただきます。その間

暫時休憩いたします。 

 

       （14:45 から 15;01 まで休憩） 

  

議長     それでは再開いたします。選考委員長より選考結果をご報告願います。 
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選考委員長  私から選考結果をご報告いたします。会長職務代理者には田邊忠幸委員が適

任であるという結果になりました。以上で報告を終わります。よろしくお願い

します。 

 

議長     ただいま選考委員長より選考結果のご報告をいただきました。田邊委員を会

長職務代理者の当選人とすることに、異議ございませんか。 

 

       【異議なしの声】 

 

議長     それでは田邊委員が会長職務代理者に当選されました。ここで、会長職務代

理者に就任のあいさつをいただきたいと思います。 

 

職務代理者  突然のご指名で真っ白ですが、皆さんの協力を得ながらなんとかやっていき

たいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

議長     ありがとうございました。 

 

 

 

 

議長     それでは次に、日程第８「議席の決定」についてを議題といたします。事務

局より説明をいたします。 

 

事務局    議席の決定につきましては、幕別町農業委員会会議規則第７条に、「議席は、

あらかじめクジで定める」と規定されています。また、慣例では会長は最終番、

会長職務代理者は最終の一つ前を議席としております。以上で説明を終わりま

す。 

 

議長     ただいま、事務局長が、クジで定める旨を申し上げましたが、慣例により会

長は最終番、会長職務代理者は最終の一つ前とすることに異議ございませんか。 

 

       【異議なしの声】 

 

議長     それでは、会長は 26 番、会長職務代理者は 25 番といたします。クジにつき

ましてはどちらか一方の席から順に引いて１回で決定するか、あるいはクジを

引く順番を決めてから本クジを引くということが考えられますが、どのような

方法がよろしいですか、お諮りをいたします。 

 

委員     一回でいいと思います。 

 

議長     一回ですね。それでは仮議席１番からクジを引いてください。 

 

議長     抽選が終わりましたので、事務局から議席の報告をします。 

 

事務局    それでは議席番号１番から報告いたします。１番石川委員、２番加藤委員、

３番大野委員、４番髙橋委員、５番井田委員、６番中島委員、７番大道委員、

８番齊藤委員、９番小原委員、10 番渡委員、11 番蛯原委員、12 番鬼頭委員、
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13 番白木委員、14 番深松委員、15 番宗廣委員、16 番国枝委員、17 番千葉委員、

18 番森委員、19 番鯖戸委員、20 番尾藤委員、21 番大澤委員、22 番髙野委員、

23 番前川委員、24 番香西委員、25 番が田邊代理、26 番が谷内会長となります。

以上です。 

 

議長     それでは議席が確定しました。それでは議席へ移動しご着席願います。 

 

 

 

 

議長     次に、日程第９「議事録署名委員の指名」について、幕別町農業委員会会議

規則第 13 条第２項の規定により議事録署名委員を指名いたします。議事録署名

委員に１番石川委員、２番加藤委員を指名いたしますので、よろしくお願いい

たします。 

 

 

 

 

議長     次に、日程第 10「部会の設置」についてを議題といたします。事務局より説

明いたします。 

 

事務局    幕別町農業委員会規則第８条の規定により、農地部会、農政部会、畜産部会

を置くことができることになっております。また、各部会の業務につきまして

は、農地部会は農地法及び農業経営基盤強化促進法など農地業務に関すること。

農政部会は農業生産、農業経営、行政に対する建議・要望など農政業務に関す

ること。畜産部会は酪農・畜産経営等の業務に関すること。以上が各部会の主

な業務内容となっております。以上です。 

 

議長     本町農業委員会には、これまでも事務局より説明がありました３部会を設置

しています。部会を置くことに異議ございませんか。 

 

       【異議なしの声】 

 

議長     異議なしと認め、部会を設置いたします。部会の所属については、希望申し

出により決定したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

       【異議なしの声】 

 

議長     部会構成については、事務局より説明いたします。 

 

事務局    部会につきましては、幕別町農業委員会規則第 10 条第２項の規定により、「会

長及び職務代理者は部会に出席することができる」となっておりますので、会

長及び代理は特定の部会に属さない構成となります。従いまして、会長及び代

理を除く委員 24 名で構成することになりますので、大体一部会８名前後の構成

となります。部会の所属につきましてはこれから書いていただく紙に第１希望、

第２希望をご記入いただきまして、また、希望が一部に集中した場合、前例で

は会長、会長職務代理、事務局において調整し決定しております。以上で説明

を終わります。 
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議長     これより各部会の希望をとりまとめますが、希望が一部に集中した場合、前

例同様の調整方法で決めることに、異議ございませんか。 

 

       【異議なしの声】 

 

議長     異議なしと認め、部会委員の調整については、会長、会長職務代理、事務局

とで行うこととさせていただきます。それでは用紙を配布いたしますので、希

望部会を記入してください。 

 

議長     記入が終わりましたら用紙を回収いたします。 

 

議長     整理をいたしますので、その間暫時休憩をいたします。 

 

       （15:16 から 15:32 まで休憩） 

 

議長     それでは再開いたします。事務局より所属部会の発表をいたします。 

 

事務局    各部会の所属希望は第１希望、農政部会５名、農地部会 11 名、畜産部会８名

となりました。農地部会に集中した結果こちらで調整をさせていただきました。

その結果をご報告いたします。農地部会、髙橋委員、中島委員、大道委員、蛯

原委員、鬼頭委員、宗廣委員、千葉委員、香西委員の８名です。次に農政部会

です。石川委員、加藤委員、大野委員、白木委員、深松委員、鯖戸委員、前川

委員、国枝委員の８名です。畜産部会、井田委員、齊藤委員、小原委員、渡

委員、森委員、尾藤委員、大澤委員、髙野委員、以上の８名です。 

 

議長     各部会の所属委員を、事務局長の報告のとおり決定することに、異議ござい

ませんか。 

 

       【異議なしの声】 

 

議長     異議なしと認め、事務局の報告どおり決定いたします。なお、各部会の部会

長、副部会長につきましては、次の広報特別委員と併せて、後ほど部会ごとに

協議し決めていただきたいと思います。 

 

 

 

 

議長     次に、日程第 11「広報特別委員会の設置」についてを議題といたします。事

務局から説明いたします。 

 

事務局    広報特別委員会は平成 14 年８月の総会において決定されて以来設置されて

おります。広報紙は「農業委員会だより」を年２回、「農年協だより」を年１回

発行しており、掲載記事の検討等が主な業務となっております。以上です。 

 

議長     ただいま事務局より説明したとおり、広報特別委員会を設置したいと思いま

すが異議ございませんか。 
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       【異議なしの声】 

 

議長     それでは、事務局より広報特別委員会の人数の配分について説明いたします。 

 

事務局    広報委員は会長及び会長職務代理を除く全委員が１年交代で３年間の任期中

に必ず１人１回は広報委員を努めることになります。広報委員は各部会より毎

年一定人数を選出していただきます。１年目は、農地部会が２名、農政部会が

３名、畜産部会が３名の８名。２年目が、農地部会３名、農政部会２名、畜産

部会３名の計８名。３年目が、農地部会３名、農政部会３名、畜産部会２名の

計８名。以上でお願いしたいと考えております。 

 

議長     お諮りします。事務局説明のとおりの人数配分としたいと思いますが、異議

ございませんか。 

 

       【異議なしの声】 

 

議長     それでは、各部会ごとに分かれ、部会長、副部会長、広報委員を選出してい

ただきます。打ち合わせ場所は、農地部会はこの会場で、農政部会は隣の議員

控室西側で、畜産部会は同じく議員控室の東側でお願いします。その間、暫時

休憩いたします。 

 

       （15:38 から 15:54 まで休憩） 

 

議長     再開いたします。各部会の部会長、副部会長、及び広報委員を事務局より報

告いたします。 

 

事務局    農地部会長、７番大道委員、副部会長、24 番香西委員。農政部会長、16 番国

枝委員、副部会長、13 番白木委員。畜産部会長、18 番森委員、副部会長、10

番渡委員です。次に広報委員ですが、最初の 26 年７月から 27 年６月までが、

農地部会が髙橋委員、中島委員。農政部会が石川委員、加藤委員、大野委員。

畜産部会が、髙野委員、森委員、齊藤委員、以上の８名です。次の 27 年７月か

ら 28 年６月までが、農地部会が大道委員、蛯原委員、鬼頭委員。農政部会が白

木委員、深松委員。畜産部会が大澤委員、小原委員、井田委員、以上の８名で

す。次の 28 年７月から 29 年６月までの広報委員が、農地部会、宗廣委員、千

葉委員、香西委員。農政部会が国枝委員、鯖戸委員、前川委員。畜産部会が尾

藤委員、渡委員。以上でございます。 

 

議長     ただいま、各部会の正副部会長並びに３年間の広報委員が報告されました。

報告のとおり決定してよろしいですか。 

 

       【異議なしの声】 

 

議長     異議なしと認め、以上のとおり決定いたしました。 

 

 

 

 

議長     次に、日程第 12「幕別町農業者年金協議会代議員の選任」についてを議題と
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いたします。事務局から説明いたします。 

 

事務局    幕別町農業者年金協議会規約第７条第２項第２号の規定に基づき、代議員１

名の選任をお願いするものです。慣例では、会長がこれまで代議員となってお

ります。以上でございます。 

 

議長     お諮りいたします。ただいま、事務局説明のとおり、会長である私が幕別町

農業者年金協議会代議員となることで、異議ございませんか。 

 

       【異議なしの声】 

 

議長     異議なしと認め、幕別町農業者年金協議会代議員については決定いたしまし

た。 

 

 

 

 

議長     次に、日程第 13「北海道農業会議１号会議委員の決定」についてを議題とい

たします。事務局から説明いたします。 

 

事務局    北海道農業会議１号会議委員につきましては、農業委員会等に関する法律第

41 条第２項第１号において「市町村に置かれる農業委員会の会長。ただし当該

会長が農業委員会の意見を聴いて農業委員会の委員のうちから会議員となるべ

き者一人を指名した時は、その者」と規定されております。本町農業委員会で

はこれまで会長が道農業会議の１号会議員となっております。説明は以上です。 

 

議長     お諮りします。ただいま、事務局の説明のとおり、会長である私が北海道農

業会議１号会議員となる事で、異議ございませんか。 

 

       【異議なしの声】 

 

議長     異議なしと認め、北海道農業会議１号会議員について、決定いたしました。 

 

 

 

 

議長     次に、日程第 14「担当地区割」についてを議題といたします。事務局から説

明いたします。 

 

事務局    こちらの３番の地区割案をご覧ください。別紙のとおり担当地区割について

案を事務局で作成いたしました。今期から農協推薦委員につきましては、各農

協管内の利用調整会議には必ず出席する関係もあり担当地区割りから外し、輪

番に多く出席していただければと考えました。また慣例で言いますと会長は公

務が多いということから担当地区割から外しておりましたので、併せてお諮り

願います。よろしくお願いします。 

 

議長     お諮りいたします。事務局から説明がありましたように農協推薦委員並びに

会長は地区担当委員から外すことに、ご異議ございませんか。 
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       【異議なしの声】 

 

議長     異議なしと認め、農協推薦委員並びに会長は地区担当委員から外すことにい

たします。 

 

事務局    それでは担当地区割案をご覧ください。会長を地区担当委員から外すことに

なりましたので、会長の明倫地区を森委員に担当をお願いしたいと思います。 

 

議長     ただいま、事務局からの説明に対し、ご異議ございませんか。 

  

       【異議なしの声】 

 

議長     異議なしと認め、担当地区割につきましては、このように決定いたしました。 

 

 

 

 

議長     次に、日程第 15「現地調査委員の輪番制」についてを議題といたします。事

務局より説明をお願いします。 

 

事務局    現地調査につきましては、毎月１回、実施しており、幕別地区内の案件は幕

別の委員で、忠類地区内の案件は忠類の委員が、それぞれ２名ずつの輪番委員

と、地区担当委員の計３名で行っております。輪番委員につきましてはこれま

でどおり２名体制でよろしいか協議をお願いするものでございます。よろしく

お願いします。 

 

議長     お諮りします。ただいま、事務局の説明のとおり、幕別地区内案件について

は幕別の委員で、忠類地区内の案件については忠類の委員が、地区担当委員と

２名の輪番委員が順番に担当することで、異議ございませんか。 

 

       【異議なしの声】 

 

議長     異議なしと認め、現地調査委員の輪番制については、決定いたしました。 

 

 

 

 

議長     以上で、本日の総会の日程は全て終了いたしました。 

これをもちまして、第１回農業委員会総会を閉会します。 
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上記の会議の顛末を記たることに相違ないことを証明するためにここに署名、押印する。 
 
 議事録署名委員 
 
 

    １番                印 

 

 

    ２番                印 

 

 

    議長                印 

 


