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総 会 開 催 結 果 

 

作成日：平成 30 年７月 26 日 

１ 総会名 平成 30 年７月 大槌町農業委員会臨時総会 

※本総会は、大槌町農業委員会委員の任期満了による改選後の最初の総会につき、農業委員辞令交

付式および農地利用最適化推進委員委嘱状交付式も同時開催とした 

２ 開催日時 平成 30 年７月９日（月） 午後１時 00 分 

３ 開催場所 大槌町役場 3 階 中会議室 

４ 出席者の 

  状況 

 

○：出席 

×：欠席 

農 業 委 員 

議席番号 役   職 氏   名 出欠 

８ 会長 佐々木 重吾 ○ 

７ 会長職務代理者 阿部 義正 ○ 

１  三浦 英俊 ○ 

２  阿部 成子 ○ 

３  北田 和紀 ○ 

５  藤原 長英 ○ 

６  兼澤 修悟 ○ 

農地利用最適化推進委員（14 時からの委嘱状交付式より同席） 

担当地域 氏   名 出欠 

金沢 
三浦 幸保 ○ 

阿部 美智子 ○ 

小鎚 
藤原 市之助 ○ 

川﨑 郷泉 ○ 

上亰・町方・吉里吉里・浪板 
佐々木 和之 ○ 

三浦 茂男 ○ 

５ 議 事  付議 承認 

 

議 案 

会期の決定について １ １ 

仮議席の指定について １ １ 

会長の互選について １ １ 

会長職務代理者の互選について １ １ 

議席の決定について １ １ 

議事録署名委員の指名について １ １ 

農地利用最適化推進委員の承認について １ １ 

   

   

   

６その他 ・７月の現地調査、定例総会について 

・年間の予定について 

・親睦会について 

 

 

 

 



2 

 

大槌町農業委員会委員辞令交付式 

 

≪事務局長≫ 

 本日は、大変お忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。 

 それでは、定刻になりましたので、只今より、大槌町農業委員会委員の辞令交付式を始めさせ

ていただきます。 

 

 本年度、大槌町農業委員会委員の任期満了による改選にあたり、「農業委員会等に関する法律第

８条の規定」に基づき、大槌町議会において人事案件の承認を受け、町長が任命する大槌町農業

委員会委員に辞令の交付を行います。 

 

 町長、お願いいたします。 

 

（町長、前方へ） 

 

≪事務局長≫ 

 それでは、町長より辞令を交付いたします。仮議席の順にお名前をお呼びいたしますので、前

方にお越し願います。 

氏 名 ヨミガナ 

阿部 成子 アベ ナルコ  

阿部 義正 アベ ヨシマサ 

兼澤 修悟 カネサワ マサノリ 

北田 和紀 キタダ カズノリ 

佐々木 重吾 ササキ ジュウゴ 

藤原 長英 フジワラ チョウエイ 

三浦 英俊 ミウラ ヒデトシ 

 

 辞令、阿部成子様、大槌町農業委員会委員に任命する。 

 任期は、平成 30年７月８日から平成 33年７月７日までとする。 

 平成 30年７月８日、大槌町長 平野 公三。 

 

（町長、辞令書を渡す。） 

 

辞令、阿部義正様（※）、大槌町農業委員会委員に任命する。 

 以下、同文です。 

 

（町長、辞令書を渡す。） 

 

 （※）引き続いて 兼澤修悟様、北田和紀様、佐々木重吾様、藤原長英様、三浦英俊様 の順 

に呼び、大槌町農業委員会委員に任命。以下同文にて町長より辞令書を渡す。 

 

≪事務局長≫ 

 以上をもちまして、辞令の交付を終了いたします。 
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 引き続きまして、町長の平野公三よりご挨拶申し上げます。 

 

【町 長】 

 みなさん、ご苦労様です。ここ２、３日暑くなったり寒くなったりで、体調管理をしっかりし

なくてはならないと思っております。 

ところで、西日本豪雨でお亡くなりになられた方々、また被害に遭われた方々に心よりお見舞い

申し上げます。 

 実は、大槌町役場には、広島県東広島市、岡山県倉敷市から派遣職員の方が来ており、心配し

ていたのですが、ご家族や家などに被害がなかったということで、まずは安心したところです。

しかしながら、これは他人事ではない、という思いでおります。 

 

それでは、ひと言ごあいさつ申し上げます。 

 ただいま、７名の方々に農業委員としての辞令を交付いたしました。 

 さて、この農業委員会に関しましては、平成 28年４月に農業委員会法が改正され、農業委員の

選出方法が、選挙制から、町議会の承認を受け、町長が任命するという制度に変わりました。私

も先日の議会で皆さん一人ひとりを推薦し、町議会議員の承認を得るという手順をとり、ここに

おられる ７名の皆さんと、このあとの臨時総会で承認される予定の６名の農地利用最適化推進委

員の方々で、新制度の新たな体制でスタートすることになりました。皆さん、どうぞよろしくお

願い申し上げます。 

 農業委員の皆さんには、今回新設された、農地利用最適化推進委員の方々と十分な連携を取っ

ていただきながら、担い手への農地等の利用の集積や集約化、遊休農地の発生防止と解消、また、

新規参入の促進に向け御尽力くださいますことを期待しております。 

 申し上げるまでもありませんが、今日、農業者や農業経営を取り巻く環境は大変厳しさを増し

ております。国は農業の競争力を強化するため、農地中間管理機構による担い手への農地の集積・

集約化を推進しております。このような状況の中で中山間地域である、我が大槌町は、この農地

の集積化がなかなか難しいところもございます。また、農業者の高齢化や担い手不足の問題など

から、遊休農地や耕作放棄地の拡大と言った大きな課題を抱えているところでございます。 

 こうしたなかで、農地を守り、また農地を有効活用するために、地域の農地に責任を持つ農業

委員の役割が、今後ますます大きくなって来ると思っております。 

 最後になりますが、農業委員としての使命のもと、なお一層のご尽力を賜りますとともに、健

康には十分留意されることをご祈念申し上げ、あいさつといたします。 

 平成 30年７月９日、大槌町長 平野公三。 

 

≪事務局長≫ 

 ありがとうございました。 

 なお、町長はこの後の所用がございますので、ここで退席いたします。 

 

（町長、退席） 

 

 以上で、大槌町農業委員会委員辞令交付式を終わります。皆さま、今後ともどうぞよろしくお

願いいたします。 

引き続き、平成 30年７月大槌町農業委員会臨時総会を行います。 

 

 （ 13時 12分 終了） 

 

 

 

平成 30年７月農業委員会臨時総会 
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≪事務局長≫ 

 それでは、ただいまから平成 30年 7月大槌町農業委員会臨時総会を開催いたします。 

 本日の総会は、大槌町農業委員の任期満了、および新制度への移行による改選後最初の総会で

ありますことから、農業委員会等に関する法律第 27条第２項の規定によりまして、町長が招集さ

せていただいております。 

 

 本日の委員の出席状況を報告いたします。委員の定数７名のうち７名で全員出席でございます

ので、本日の総会は成立しておりますことを報告いたします。 

 

 それでは、本日の総会に当たりまして、会長が互選されるまでの間、地方自治法第 107条の「年

長の議員が臨時に議長の職務を行う」という規定を準用し、年長の委員に臨時の議長をお願いし

たいと思いますがご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

 

 ご異議がないようですので、年長の委員に臨時の議長をお願いいたします。本日の出席委員中、

北田和紀委員が年長の委員でありますので、臨時議長に北田和紀委員を指名させていただきます。 

 

 北田委員、議長席へお願いいたします。 

 

【臨時議長】北田和紀委員 

 ご指名をいただきましたので、会長が互選されるまでの間、臨時の議長の役を務めさせていた

だきます。会議がスムーズに進行しますよう皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 それでは、日程第１「会期の決定」を議題といたします。お諮りいたします。平成 30年７月臨

時総会の会期は、本日 1日間といたしたいと思います。 

これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

 

 異議なしと認め、会期は、本日 1日間と決定いたしました。 

 

 日程第２「仮議席の指定」について、事務局説明をお願いします。 

 

≪事務局長≫ 

 仮議席の指定について説明をいたします。議席が決定されておりませんので、あいうえお順に

仮議席を指定させていただきましたので、よろしくお願いします。 

 

【臨時議長】北田和紀委員 

 日程第３ 選挙第 1号「会長の互選」について審議いたします。 

 事務局より説明をお願いします。 

 

≪事務局長≫ 

 農業委員会等に関する法律第５条第２項において、「会長は、委員が互選した者をもって充て

る。」と規定されております。この度の総会で農業委員の皆さんで会長を選出され、その委員に任

期満了までの３年間を会長としてお勤めいただくことになります。 

 

【臨時議長】北田和紀委員 

 それでは、始めます。互選の方法は、「推薦」の方法によって行い、多数ある場合は、皆さんの

意見をお聞きした上で投票としたいと考えますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 
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 異議なしと認めます。よって、会長の互選は「推薦」とすることに決定しました。推薦があれ

ば挙手をお願いいたします。 

 

【阿部義正委員より】 

 先ほどの、辞令交付式での町長あいさつの中で、選挙事務制度が変わったという話をされてお

りました。今回の新しいメンバーの中で以前から農業委員をやっていたのは重吾君と私の２人で

ございます。あとの５名の方は初めてということでございますが、やはり経験とかそういったも

のを勘案すると、皆さん、よく御存じのように重吾君は農協の理事とか、その他いろいろな活動

をなさっておるわけでございますので、会長に 佐々木重吾委員を推薦いたしたいと思います。

以上です。 

 

【臨時議長】北田和紀委員 

 阿部義正委員より 佐々木重吾委員が会長に推薦されました。他に推薦はございませんか。 

（「なし」と言う声あり） 

 

推薦者が 1名ですので、推薦された 佐々木重吾委員が会長に選ばれることとなります。皆様、

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

 

【臨時議長】北田和紀委員 

 異議なしと認めます。よって、佐々木重吾委員を会長とすることに決定いたしました。 

 

以上で会長の互選についてを終わります。会長が決定いたしましたので、これをもちまして臨

時議長の職務を終了させていただきます。 

 皆様のご協力に感謝申し上げます。 

 

 それでは、新会長と席を交代いたします。 

（新会長、会長席へ移動） 

 

≪事務局長≫ 

 北田委員、ありがとうございました。 

ここで、新会長の 佐々木重吾委員に会長就任の挨拶をお願いいたします。 

 

【会長あいさつ】 

 まあ、何かそういうことになるのかな、と思いながらも、こりゃ大変だな、と考えておりまし

た。まあ、選出の制度が新しくなっただけのことでありまして、法律に関しては何も変わってい

るわけではないので、農業に関するいろんな団体が 107 団体とかありますが、この農業委員会は

農地とすごくかかわりの深い組織であります。今後の農業の形が相当に変わってきていますが、

それに対応したことをどれだけ示して行けるか、ということが、今後の農業委員会にとって大事

になってくるのかな、という気がしています。いろんな案件はもちろん出てくるのですが、みな

さんがいちばん幸せになれるような方向で協議していきたいと思っていますので、よろしくお願

いいたします。 

 

≪事務局長≫ 

ありがとうございます。 

大槌町農業委員会会議規則第９条の規定により、「会長は、総会の議長となり、議事を整理する。」

とありますので、これから先の日程第４以降の議事進行については、佐々木重吾会長にお願いい

たします。よろしくお願いいたします。  
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【議 長】 

 それでは、次第に従いまして進めてまいります。 

 続きまして、日程第４ 選挙第２号「会長職務代理者の互選」について審議いたします。 

 事務局より説明をお願いします。 

 

≪事務局長≫ 

 農業委員会等に関する法律第５条第５項において、「会長が欠けたとき又は事故があるときは、

委員が互選した者がその職務を代理する。」と規定されております。この度の総会で農業委員の皆

さんで会長職務代理者を選出され、その委員に任期満了までの３年間を会長職務代理者としてお

勤めいただくことになります。 

 

【議 長】 

 それでは、始めます。 

互選の方法は、推薦の方法によって行い、多数ある場合は、皆さんの意見をお聞きした上で投

票としたいと考えますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

 

 異議なしと認めます。よって、会長職務代理者の互選は推薦とすることに決定しました。推薦

があれば挙手をお願いいたします。 

 

 特にないようでございましたら、私、会長より推薦をしてもよろしいでしょうか。 

（「異議なし」という声あり） 

 

【佐々木重吾会長】 

 それでは、会長職務代理者に実はこの中でいちばんキャリアの長い、阿部義正委員を推薦いた

したいと思います。他に推薦はございませんか。 

（「なし」という声あり） 

 

【議 長】 

それでは、推薦者が１名ですので、推薦された、阿部義正委員が会長職務代理者に選ばれること

となります。皆様、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

 

【議 長】 

 異議なしと認めます。よって、阿部義正委員を会長職務代理者とすることに決定いたしました。 

 それでは、ここで、新会長職務代理者の阿部義正委員に会長職務代理者就任の挨拶をお願いい

たします。 

 

【会長職務代理者あいさつ】 

 会長職務代理者にご賛同いただきまして、誠にありがとうございます。先ほど、事務局長が「会

長職務代理者は、会長に事故などがあった場合に…」という話がありました。会長には、事故の

無いようにお願いしたいと思います。あと内容的には、会長があいさつの中でお話をしました。

会長はとても忙しい方なので、できる範囲内で会長のサポートをしながら、農業委員のみなさん

のご協力を得ながら、大槌町農業委員会として活動していきたいと考えておりますので、皆さん、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【議 長】 
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 ありがとうございました。以上で「会長職務代理者の互選」についてを終わります。 

 続きまして、日程第５ 決定第１号「議席の決定について」でございます。 

 事務局より説明をお願いします。 

 

≪事務局長≫ 

 説明に入ります前に、阿部義正会長職務代理者につきまして、午前中から開催の大槌町臨時議

会が始まっており、まだ継続しているということで、本農業委員会の臨時総会の途中ではござい

ますが、役職分の決定は終わりましたので、この場は中座し、町議会の方に向かわれたことをご

了承願います。 

 

 それでは、大槌町農業委員会会議規則第８条第 1項において、「委員の議席は、委員会が成立し

た最初の総会において「くじ」でこれを定める。ただし、遅参又は欠席委員があるときは、職員

が代ってくじ引きをする。」と規定されております。 

 

【議 長】 

 ここで、決定の方法についてお諮りいたします。 

 まず、会長及び会長職務代理者の議席番号について、お諮りいたします。 

 会長は８番、会長職務代理者は７番とし、４番を欠番とし、残りの議席をくじ引きとしたいと

思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

 

【議 長】 

 異議なしということですので、会長及び会長職務代理者を除く委員の皆さんで、1番から６番ま

でくじ引きにより議席を決定することといたします。 

 次に、くじを引く順番についてですが、順番を決めるくじ引きを行い、それから議席を決定す

るくじを引くという方法もありますが、仮議席の順序に従って、1回のくじ引きで議席を決定する

という方法で行いたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

 

【議 長】 

 異議なしということですので、1回のくじ引きで本議席を決定することといたします。事務局が

仮議席の番号と氏名を読み上げますので、その順番に従ってくじ引きをお願いいたします。 

（くじ引き） 

 

【議 長】 

 ただいま議席が決まりましたので、読み上げます。 

 

  １番 三浦英俊委員、２番 阿部成子委員、３番 北田和紀委員、５番 藤原長英委員、 

  ６番 兼澤修悟委員、７番 阿部義正委員、８番 私（佐々木重吾委員） 

 

 以上でございます。今後は総会等における議席はこの番号にてお願いいたします。 

 事務局は、次回の総会までに議席札を作成するようにお願いします。 

 

【議 長】 

 続きまして、日程第６「議事録署名委員の指名」を行います。 

 それでは、大槌町農業委員会会議規則第 13条に規定する議事録署名委員ですが、私から指名さ

せていただくことにご異議ありませんか。 

（異議なしという声あり） 
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 ご異議ございませんので、１番 三浦英俊委員、２番 阿部成子委員を指名いたします。 

 

【議 長】 

 次に、日程第７ 議案第９号「農地利用最適化推進委員の承認について」を議題といたします。 

 事務局より説明願います。 

 

≪事務局長≫ 

 農業委員会等に関する法律第 17条の規定により、農業委員会により農地利用最適化推進委員を

委嘱することとなっております。 

 大槌町においては、定数を６名として、農業委員と同様に公募を行いました。その公募の内容

に基づき、推進委員候補者として、前農業委員会をはじめ、各地域の農家組合等の方々で選出い

ただいた経緯がございます。 

 

 委員候補者につきましては、お手元の資料をご参照ください。 

 （資料をもとに説明）※下表をご参照ください。 

氏 名 ヨミガナ 

三浦 幸保 ミウラ ユキヤス 

阿部 美智子 アベ ミチコ 

佐々木 和之 ササキ カズユキ 

川﨑 郷泉 カワサキ サトミ 

藤原 市之助 フジワラ イチノスケ 

三浦 茂男 ミウラ シゲオ 

 

 また、候補者は、「金沢地区」「小鎚地区」そして、「上亰・町方・吉里吉里・浪板地区」という

ことでブロック分けした中で、それぞれの地域から選出いただいたものであります。 

以上、ご審議願います。 

 

【議 長】 

 それでは、採決いたします。 

 原案のとおり承認することに賛成の方は、挙手をお願いします。 

 

   全員賛成 

 

 全員賛成ですので、承認されました。 

 

【議 長】  

以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。 

 これをもって、本日の会議を閉じ、農業委員会７月臨時総会を閉会いたします。 

 ご苦労様でした。（13時 47分終了） 

 

≪事務局長≫ 

 このあと、農地利用最適化推進委員委嘱状交付式を行います。準備をいたしますので暫時休憩

していただき、いましばらくお待ちください。 
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（暫時休憩。14時より再開。） 

 

大槌町農地利用最適化推進委員委嘱状交付式 

 

≪事務局長≫ 

 只今より、大槌町農地利用最適化推進委員の委嘱状交付式を始めさせていただきます。 

 さきほど執り行われた農業委員会臨時総会におきまして、ここにいらっしゃる６名の皆さまが、

農地利用最適化推進委員として承認されましたので、農業委員会会長より委嘱状を交付いたしま

す。 

 

 会長、前の方へお願いいたします。 

 

（会長、前方へ） 

  

 今期、７月８日から３年間、平成 33年７月７日まで大槌町農業委員会会長を務めていただくこ

とになりました、佐々木重吾会長でございます。職務代理につきましては、現在、大槌町臨時議

会の方に事務出席し、不在にしております、阿部義正委員に務めていただきます。よろしくお願

いいたします。 

 

≪事務局長≫ 

 それでは、会長より委嘱状を交付いたします。お名前をお呼びいたしますので、前の方にお越

し願います。 

 

三浦幸保様、大槌町農地利用最適化推進委員に委嘱する。 

任期は、平成 30年７月８日から平成 33年７月７日までとする。 

 平成 30年７月８日、大槌町農業委員会会長 佐々木重吾。 

 

（会長、委嘱状を渡す） 

 

阿部美智子様（※）、大槌町農地利用最適化推進委員に委嘱する。 

 以下、同文です。 

 

（会長、委嘱状を渡す） 

 

（※）引き続いて 佐々木和之様、川﨑郷泉様、藤原市之助様、三浦茂男様 の順に呼び、大

槌町農地利用最適化推進委員に委嘱。以下同文にて会長より委嘱状を渡す。 

 

≪事務局長≫ 

 以上をもちまして、委嘱状の交付を終了いたします。 

 引き続きまして、会長の佐々木重吾よりご挨拶申し上げます。 

 

 

【会 長】  

 只今、委嘱状の交付を終えました。この３年間よろしくお願いしたいと思います。農業委員会

の制度が変わって農地の集積・集約、それから遊休農地の防止・解消、新規参入の促進など、農

地利用の最適化の推進が必要ということで位置づけられています。その中で、推進委員のみなさ

んが現場にいちばん近いということで活動していただき、後継者というか担い手不足から来る農

地の集約化などが必然的なものになりますので、よろしくお願いします。ただし、進めやすい平

場と違って、この辺は中山間地域ということで現状では苦しいです。そこをどのようなことにし
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ていくのか、どこがいちばん落ち着くのかをみなさんと考えながらやっていきたいと思います。

よろしくどうぞお願いいたします。 

≪事務局長≫ 

 ありがとうございました。 

  

 以上で、大槌町農地利用最適化推進委員委嘱状交付式を終わります。 

皆さま、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 （14時 10分 終了） 

 

 


