
1 

 

第３０回白鷹町農業委員会総会 

 

日時 平成 28年 11月 25日(金)午後２時 

場所 白鷹町役場 2階会議室 

 

 

出席委員 

1. 山川 孝治    2. 丸川まき子    3. 大木 光明 

4. 戸借 房子    5. 後藤 伸一    6. 梅津 喜一 

7. 紺野 清一    8. 五十嵐清美    9. 長谷川新悦 

10. 村上 浩康    11. 船山 博夫     12. 川部 忠弥 

13. 小林 周一      14. 沼澤 久章     15. 樋口 一彦 

16. 中川  剛     17. 樋口 太一 

 

 

欠席委員 

7. 紺野 清一   11. 船山 博夫 

 

 

 

出席職員 

事務局長   菅間 直浩 

事務局長補佐 大木 健一 

農地調整係長 大滝 敏広 

主任 竹田雅紀子 

 

 

付議事件 

  第１  議事録署名委員の指名について 

  第２  会期の決定について 

第３  報告第 ３７号 農地の賃貸借契約の解約について 

第４  議案第１１９号 農地法第３条の規定による許可について 

第５  議案第１２０号 農地法第５条の規定による許可について 

第６  議案第１２１号 農用地利用集積計画の決定について 

  第７  議案第１２２号 調整委員の氏名について 
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議長（樋口太一）ご参集ご苦労様です。 

これより第３０回白鷹町農業委員会総会を開会いたします。 

本日の出席委員は、１５名であります。７番 紺野清一委員、１１番 船山

博夫委員より欠席の通告があります。定足数に達しておりますので、ただちに

本日の会議を開きます。事務局長より議事日程の説明を求めます。 

事務局長（菅間直浩）議長。 

議長（樋口太一）はい、菅間事務局長。 

事務局長（菅間直浩）はい。【議事日程説明】 

議長（樋口太一）議事日程の説明が終わりました。議事に入ります。 

日程第１ 議事録署名委員の指名を行ないます。 

本件については、白鷹町農業委員会会議規則第２２条第２項の規定により 

１２番 川部忠弥委員、１３番 小林周一委員の両名を指名いたします。 

日程第２ 会期の決定についてを議題といたします。 

お諮りいたします。本総会の会期については、本日一日といたしたいと思い

ますが、ご異議ありませんか。 

≪異議なしの声 あり≫ 

議長（樋口太一）ご異議なしと認めます。よって会期は、本日一日限りといた

します。 

日程第３ 報告第３７号 農地の賃貸借契約の解約についてを議題といたし

ます。会長に代わり、事務局より報告を求めます。 

事務局（大滝敏広）はい、議長。 

議長（樋口太一）はい、大滝係長。 

事務局（大滝敏広）はい。【報告説明】 

議長（樋口太一）報告が終わりました。ご意見等ございませんか。 

それではお諮りいたします。本件は報告事項でありますので、報告のとおり

了承することにご異議ありませんか。 

≪異議なしの声 あり≫ 

議長（樋口太一）ご異議なしと認めます。よって、本件については報告のとお

り了承することに決しました。 

 日程第４ 議案第１１９号 農地法第３条の規定による許可についてを議題

といたします。はじめに、議事参与の制限に該当する議案第１１９号の５番案

件及び６番案件について審議を行います。ここで、白鷹町農業委員会会議規則

第１９条の規定に基づき、１４番 沼澤久章委員の退室を求めます。 

（沼澤久章委員 退室） 

議長（樋口太一）会長に代わり、事務局より説明を求めます。 

事務局（大滝敏広）はい、議長。 

議長（樋口太一）はい、大滝係長。 

事務局（大滝敏広）はい。【報告説明】 

議長（樋口太一）説明が終わりました。次に担当委員より調査報告を求めます。

５番及び６番案件について、１０番 村上浩康委員よりお願いします。 

担当委員（村上浩康）【調査報告】 
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議長（樋口太一）報告が終わりました。質疑・討論を行います。 

質疑・討論を打ち切り採決いたします。５番及び６番案件を一括して採決い

たしたいと思いますがご異議ありませんか。 

≪異議なしの声 あり≫ 

議長（樋口太一）ご異議がありませんので一括して採決いたします。５番及び

６番案件について、許可することに賛成の委員の挙手を求めます。 

≪挙手全員≫ 

議長（樋口太一）挙手全員、よって５番及び６番案件については、許可するこ

とに決しました。ここで、１４番 沼澤久章委員の入室を求めます。 

（沼澤久章委員 入室） 

議長（樋口太一）続いて、議案第１１９号 １番案件から４番案件及び７番案

件から９番案件までについて審議を行います。会長に代わり、事務局より説明

を求めます。 

事務局（大滝敏広）はい、議長。 

議長（樋口太一）はい、大滝係長。 

事務局（大滝敏広）はい。【報告説明】 

議長（樋口太一）説明が終わりました。次に担当委員より調査報告を求めます。 

最初に１番から３案件について、１４番 沼澤久章委員よりお願いいたします。 

担当委員（沼澤久章）【調査報告】 

議長（樋口太一）次に４番案件について、１０番 村上浩康委員よりお願いし

ます。 

担当委員（村上浩康）【調査報告】 

議長（樋口太一）続いて７番から９番案件について、３番 大木光明委員より

お願いいたします。 

担当委員（大木光明）【調査報告】 

議長（樋口太一）報告が終りました。質疑・討論を行います。 

質疑・討論を打ち切り採決いたします。１番案件から４番案件及び７番案件

から９番案件まで一括して採決いたしたいと思いますがご異議ありませんか。 

≪異議なしの声 あり≫ 

議長（樋口太一）ご異議がありませんので採決いたします。１番案件から４番

案件及び７番案件から９番案件までについて、許可することに賛成の委員の挙

手を求めます。 

≪挙手全員≫ 

議長（樋口太一）挙手全員、よって１番案件から４番案件及び７番案件から９

番案件までについては、許可することに決しました。 

日程第５ 議案第１２０号 農地法第５条の規定による許可についてを議題

といたします。会長に代わり、事務局より提案理由の説明を求めます。 

事務局（大滝敏広）はい、議長。 

議長（樋口太一）はい、大滝係長。 

事務局（大滝敏広）はい。【報告説明】 

議長（樋口太一）説明が終りました。次に担当委員より調査報告を求めます。 
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議長（樋口太一）最初に１番案件について、９番 長谷川新悦委員よりお願い

いたします。 

担当委員（長谷川新悦）【調査報告】 

議長（樋口太一）続いて２番案件について、１２番 川部忠弥委員よりお願い

します。 

担当委員（川部忠弥）【調査報告】 

議長（樋口太一）報告が終りました。質疑・討論を行ないます。 

質疑・討論を打ち切り採決いたします。一括して採決いたしたいと思います

がご異議ありませんか。 

≪異議なしの声 あり≫ 

議長（樋口太一）ご異議がありませんので採決いたします。１番案件及び２番

案件について、許可相当と意見決定することに賛成の委員の挙手を求めます。 

≪挙手全員≫ 

議長（樋口太一）挙手全員、よって１番案件及び２番案件について、許可相当

をもって県に進達することに決しました。 

日程第６ 議案第１２１号 農用地利用集積計画の決定についてを議題とい

たします。なお、議事参与の関係で２回に分けて審議いたします。 

はじめに、議事参与の制限に該当する議案第１２１号の３４番案件及び３５

番案件について審議を行います。ここで、白鷹町農業委員会会議規則第１９条

の規定に基づき、１０番 村上浩康委員の退室を求めます。 

（村上浩康委員 退室） 

議長（樋口太一）会長に代わり、事務局より説明を求めます。 

事務局（大滝敏広）はい、議長。 

議長（樋口太一）はい、大滝係長。 

事務局（大滝敏広）はい。【報告説明】 

議長（樋口太一）説明が終わりました。質疑・討論を行います。 

質疑・討論を打ち切り採決いたします。３４番案件及び３５番案件について、

計画のとおり決定するにご異議ありませんか。 

≪異議なしの声 あり≫ 

議長（樋口太一）ご異議なしと認めます。よって３４番案件及び３５番案件に

ついては、計画のとおり決定いたしました。ここで、１０番 村上浩康委員の

入室を求めます。 

（村上浩康委員 入室） 

議長（樋口太一）続いて、議案第１２１号 １番案件から３３番案件までにつ

いて審議を行います。会長に代わり、事務局より説明を求めます。 

事務局（大滝敏広）はい、議長。 

議長（樋口太一）はい、大滝係長。 

事務局（大滝敏広）はい。【報告説明】 

議長（樋口太一）説明が終わりました。質疑・討論を行います。 

質疑・討論を打ち切り採決いたします。１番案件から３３番案件までについ

て、計画のとおり決定するにご異議ありませんか。 
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≪異議なしの声 あり≫ 

議長（樋口太一）ご異議なしと認めます。よって、１番案件から３３番案件に

ついて、計画のとおり決定しました。以上、提案のとおり、第６回白鷹町農用

地利用集積計画を決定いたしました。 

日程第７ 議案第１２２号 調整委員の指名を議題といたします。ここで、

白鷹町農業委員会会議規則第１９条の規定に基づき、１０番 村上浩康委員、 

１４番 沼澤久章委員の退室を求めます。 

（村上浩康委員、沼澤久章委員 退室） 

議長（樋口太一）会長に代わり、事務局より提案理由の説明を求めます。 

事務局（大滝敏広）はい、議長。 

議長（樋口太一）はい、大滝係長。 

事務局（大滝敏広）はい。【報告説明】 

議長（樋口太一）説明が終わりました。質疑・討論を行います。 

質疑・討論を打ち切り、採決いたします。本件について、報告のとおり承認

することに賛成の委員の挙手を求めます。 

≪挙手全員≫ 

議長（樋口太一）挙手全員、よって、本件は報告のとおり承認することに決し

ました。ここで、１０番 村上浩康委員、１４番 沼澤久章委員の入室を求め

ます。 

（村上浩康委員、沼澤久章委員 入室） 

議長（樋口太一）以上で、本総会に付議された案件は全部終了いたしました。 

これをもって、第３０回白鷹町農業委員会総会を閉会いたします。 

大変ご苦労様でございました。 
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白鷹町農業委員会会議規則第２２条第２項により、 

第３０回白鷹町農業委員会総会の議事録に署名いたします。 

 

 

平成２８年１１月２５日 

 

       白鷹町農業委員会議長                    

 

議事録署名委員                    

 

議事録署名委員                    
 

 

 

 

 

 

 


