
第１回（令和２年７月） 農業委員会総会議事録 

 

１．日  時  令和２年７月 20 日(月) 午前 10 時 00 分～午前 11 時 15 分 

 

２．場  所  豊富町役場 議員会議室 

 

３．議事日程 

  １．開会宣言 

  ２．辞令交付 

  ３．町長挨拶 

  ４．臨時議長選出 

  ５．会長選出 

  ６．会長職務代理選出及び議席の決定 

  ７．第１回農業委員会総会議事の審議 

    報告第１号 農用地買入協議の実施結果について 

    議案第１号 農地利用集積計画作成の要請について 

    議案第２号 北海道農業会議第１号会議員の選出について 

    協議第１号 豊富町デーリィーパートナー推進協議会役員の推薦について 

    協議第２号 豊富町農業者年金協議会役員の推薦について 

    協議第３号 豊富町農業担い手育成センター理事の推薦について 

   そ の 他 諸般の報告 

  ８．閉会 

 

４．出席委員  １３名   議長 14 番 横山 廣美 

1 番 樺沢 政良  2 番 菅原 佳子  3 番 大藤  豊  4 番 吉中 克則 

5 番 太田  稔  6 番 長岡 政勝  7 番 鈴木 敬二  8 番  松田よし子 

9 番 高谷  優  10 番 大沼 強志  11 番 組澤 康之  12 番 工藤 正二 

 （議席番号決定後の記載） 

５．欠席委員   １名 

 13 番 山岸 康行 

 

６．事 務 局 

  豊富町長 河田 誠一  事務局長 井上 具則  主事 西  佑弥 

 

７．会議顛末  別紙のとおり 

  開会宣言 10 時 00 分 

  議  事 11 時 15 分 

  閉会宣言 11 時 15 分 

 



                              開会 午前 10 時 00 分 

第１回 総 会 の 経 過 概 要 

                              閉会 午前 11 時 15 分 

事務局長 

定刻になりましたので、ただ今から第１回総会を開催いたします。 

（自己紹介及び事務局職員紹介） 

 総会に先立ち、農業委員会委員の辞令交付をさせていただきます。辞令交付

順については、議会任命同意順と致します。 

町長 （各委員へ辞令交付） 

事務局長 
 本日が、農業委員会今期最初の総会ですので、総会招集者であります豊富町

長河田誠一よりご挨拶を申し上げます。 

町長 （あいさつ） 

事務局長 
 それでは議事次第の第４番目の臨時議長の選出です。町長宜しくお願い致し

ます。 

町長 

 会長選出までの間の臨時議長ですが、地方自治法第 107 条の規定、これは町

議会の臨時議長選出方法にならって、委員内の最年長者が臨時議長を務めるこ

ととなっておりますので、最年長者であります横山廣美さんに臨時議長をお願

いいたします。 

事務局長 

それでは、横山委員さんは議長席へ移動をお願いします。 

 なお、町長におかれましては、この後の公務がございますのでここで退席致

します。 

（河田町長退席・横山委員議長席へ移動） 

臨時議長 

 会長が選出されるまでの間、臨時議長を務めさせていただきます横山です。 

（あいさつ） 

 早速ではございますが、会長選出を行います。選出の順番として立候補、推

薦、選考委員会による選出と考えますので、順に確認させていただきます。 

 まず、立候補する委員はいらっしゃいますか。 

（立候補なし） 

 次に、推薦したい委員はいらっしゃいますか。 

委員  横山委員を推薦します。 

臨時議長 

 私を推薦との声がありましたが、他に推薦される方はいらっしゃいますか。 

（他に推薦の声なし） 

 無いようですので、私の意思を表明します。 

 前期会長を務め、まだまだ残されている課題を自分が責任をもって対応しな

いといけないという皆さんからの檄でもあると捉え、もう１期、会長を務めさ

せていただきます。 

事務局長 

 それでは、横山委員より会長受託の意思表示がありましたので、会長就任と

いうことでよろしいでしょうか。よろしければ、皆さんの拍手をもって承認と

いたします。 

（拍手により承認） 

議長 それではこれで臨時議長を退任させていただき、引続き議事進行をさせてい



ただきます。 

事務局長 
それでは、職務代理者の決定及び議席の決定の後、第１回農業委員会総会に

おける、議事の審議に入りたいと思います。引続き横山会長お願いいたします。 

議長 
最初に第１議席の「会長職務代理者選出について」ですが、どのような形で

取り決めたらよろしいでしょうか。 

数名より 会長一任。 

議長 

数名より。会長一任の声がありましたが、他に意見はございませんか。 

（意見なし） 

 それでは、会長一任とのことですので、指名させていただきます。 

 前期体制でも会長代理を務めていただき、多くの案件で私のサポートをして

くださった、樺沢委員に今期も務めていただきたいと思っております。 

 よければ、皆さん拍手で承認をお願い致します。 

（拍手により承認） 

 それでは、樺沢代理より一言、ご挨拶をお願いします。 

会長代理 （あいさつ） 

議長 
続きまして、第２議席以降の決定を行います。決定の方法については、事務

局より説明願います。 

事務局長 

議席の決定につきましては、会議規則第８条により、くじ引きといたします。 

２番から１３番までの席をくじ引き致します。この後、任命順に引いていた

だき、議席を決定したいと思います。 

あらかじめ、１４番席は会長席、１番席は職務代理者席として決定させてい

ただいております。 

（くじ引き実施） 

２番菅原委員 ３番大藤委員 ４番吉中委員 ５番太田委員 ６番長岡委員 

７番鈴木委員 ８番松田委員 ９番髙谷委員 10 番大沼委員 11 番組沢委員 

12 番工藤委員 13 番山岸委員 

 と決定しましたので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、席替えをお願いします。 

（各委員席替え） 

議長 

本日の出席委員は 13 名であります。農業委員会等に関する法律第２７条第

３項の規定によります過半数に達しておりますので、本日の総会が成立してお

りますことをご報告申し上げます。議事録署名委員は、１番席と２番席である

樺沢委員・菅原委員にお願いいたします。 

それでは、「報告第 1 号農用地買入協議の実施結果について」事務局より説

明願います。 

事務局 〔報告第 1 号 内容説明〕 

議長 質問及び皆さんから何かありませんか。 

委員 特になし。 

議長 
なければ、次の案件に入ります。 

続いて「議案第１号農地利用集積計画作成の要請について」事務局より説明



願います。 

事務局 
〔議案第 1号 20-48 説明〕 

〔議案第 1号 20-49 説明〕 

議長 質問及び皆さんから何かありませんか。 

委員 特になし。 

議長 

なければ、次の案件に入ります。 

続いて、「議案第２号北海道農業会議第１号会議員の選出について」事務局

より説明願います。 

事務局長 〔議案第２号 内容説明〕 

議長 質問及び皆さんから何かありませんか。 

委員 特になし。 

議長 

 特にないようでしたら、事務局案にて会長を第１号会議員として選出しま

す。 

 次に、協議第１号「豊富町デーリィーパートナー推進協議会役員推薦につい

て」事務局より説明願います。 

事務局長 〔協議第１号 内容説明〕 

議長 質問及び皆さんから何かありませんか。 

委員 特になし。 

議長 

 特に無いようでしたら、会長である私と、会長代理を役員に推薦するという

ことに致します。 

 次に、協議第２号「豊富町農業者年金協議会役員推薦について」事務局より

説明願います。 

事務局長 〔協議第２号 内容説明〕 

議長 
質問及び皆さんから何かありませんか。 

事務局案があれば、提示願います。 

事務局長 
会長と代理は継続でお願いし、理事枠として長岡委員にお願いしたいと思い

ます。 

議長 事務局案に対して、意見等はございませんか。 

委員 特になし。 

議長 

無いようですので、事務局案に決定いたします。 

次に、協議第３号「豊富町農業担い手センター理事推薦について」事務局よ

り説明願います。 

事務局長 〔協議第３号 内容説明〕 

議長 

質問及び皆さんから何かありませんか。 

無いようですので、事務局の説明内容にて決定いたします。 

本日の議事は全て終了しましたが、その他で事務局よりありますか。 

事務局 

１．豊富町農業委員会互助会について 

２．全国農業新聞の購読について 

３．農地中間管理機構について 



４．総会議事録の町ホームページでの公表について 

５．歓送迎会について 

議長  他になければ、以上を持ちまして、第１回総会を終わらせていただきます。 

 閉会宣言 午前 11 時 15 分 

  議     長 横山 廣美 

  議事録署名委員 樺沢 政良（第１議席） 

  議事録署名委員 菅原 佳子（第２議席） 

 


