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第２１期  

第１１回白鷹町農業委員会総会 会議録 

 

日時 平成３０年３月２２日(木) 午後３時開議 

場所 白鷹町役場２階 会議室 

 

 

出席委員 

１．丸川 正博    ２．（欠番）     ３．梅津  彰 

４．福田 京子    ５．齋藤永治郎    ６．大木 光明 

７．五十嵐清美    ８．紺野 清一    ９．沼澤 久章 

10．小林 孝次    11．樋口 太一        

 

 

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 

 

 

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  議案第 ４１号 会長職務代理者の互選について 

第４  報告第 １０号 農地の賃貸借契約の解約について 

第５  報告第 １１号 農用地の利用関係の調整の報告について 

第６  議案第 ４２号 農地法第３条の規定による許可について 

第７  議案第 ４３号 農用地利用集積計画の決定について 

  第８  議案第 ４４号 農用地利用集積計画作成の要請について 

  

 追加 

第９  議案第 ４５号 職員の任免について 
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議長（樋口太一）ご参集ご苦労様です。 

これより第１１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、１０名であります。全員出席でございますので、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、 

４番 福田京子委員、６番 大木光明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 議案第４１号 会長職務代理者の互選についてを議題といたしま

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。【説明】 

議長（樋口太一）説明が終わりました。会長職務代理者の互選を行います。 

丸川正博委員 はい、議長。 

議長（樋口太一）１番、丸川正博委員。 

丸川正博委員 はい、指名推薦を提案いたします。 

議長（樋口太一）ただ今、丸川委員より指名推薦のご発言がございました。他

にございませんか。 

他にございませんので互選の方法について採決いたします。互選の方法を指

名推薦とすることにご異議ございませんか。 

≪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、互選の方法は指名推薦の方

法によることに決定しました。 

それではお諮りいたします。会長職務代理者について、どなたか推薦ござい

ませんか。 

沼澤久章委員 議長。 

議長（樋口太一）９番、沼澤久章委員。 

沼澤久章委員 はい、会長職務代理者に、小林孝次委員を推薦いたします。 
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議長（樋口太一）ただ今、沼澤委員より、小林孝次委員を推薦するご発言がご

ざいました。他にございませんか。 

他にございませんので、採決いたします。 

小林孝次委員を会長職務代理者とすることにご異議ございませんか。 

≪異議なしの声 あり≫ 

議長（樋口太一）ご異議なしと認めます。よって満場一致で会長職務代理者に

小林孝次委員を互選いたしました。なお、議席につきまして、会長職務代理者

は１０番となりますのでご移動をお願いいたします。 

（小林委員、席移動） 

議長（樋口太一）それではここで、会長職務代理者に互選されました小林孝次

委員より、就任のご挨拶をお願いします。 

小林孝次会長職務代理者 ただいま職務代理で選出していただきました小林で

す。２１期の農業委員になりまして、まだ半年ちょっとの経験であります。ま

だふもとりな点が多々あろうかと思いますが各委員の方々と事務局のみなさん

のご指導ご協力をいただきまして職務代理の職を全うしていきたいと思います。

また、会長の足を引っ張らないようにだけはやっていきたいと思いますので、

今後ともよろしくお願いします。 

議長（樋口太一）ありがとうございます。これからよろしくお願い申し上げま

す。では次に進みます。 

日程第４ 報告第１０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】 

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５ 報告第１１号 農用地の利用関係の調整の報告についてを議題と

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。ここで、調整委員の１番 丸川正博 

委員より調整の報告をお願いします。 

調整委員（丸川正博）はい。【報告】 

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。 
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議長（樋口太一）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６ 議案第４２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。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。【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。 

１番および２番案件について、９番 沼澤久章委員よりお願いします。 

担当委員（沼澤久章）はい。【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。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番及び２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１番及び２番案件について、許可すること

に決しました。 

日程第７ 議案第４３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４３号の８２番及び９０番につ

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、８番 紺野清一委員の退室を求めます。 

（紺野委員退室） 

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。【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。８２番及び９０番について、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、８２番及び９０番について

は、計画のとおり決定しました。ここで８番 紺野清一委員の入室を求めます。 

（紺野委員入室） 
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議長（樋口太一）引き続き、１番か８１番及び８３番から８９番について審議

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。【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番から８１番及び８３番から８９

番について、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、１番から８１番及び８３番

から８９番については、計画のとおり決定しました。以上、提案のとおり、第

９回白鷹町農用地利用集積計画を決定しました。 

日程第８ 議案第４４号 農用地利用集積計画作成の要請についてを議題と

いたします。なお、議事参与の制限に該当する案件となります。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、私、１１番 樋口太一が退室

いたします。議長につきましては、同会議規則第６条第２項の規定に基づき、

会長職務代理者 小林孝次委員にお願いします。 

（樋口会長退室） 

（小林代理議長席へ移動） 

議長（小林孝次）それでは、会長に代わりまして、暫時の間、私が議長を務め

させていただきます。議事を進行いたします。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（小林孝次）はい、大滝係長。 

事務局（大滝敏広）はい。【説明】 

議長（小林孝次）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、提案のとおり農用地

利用集積計画の作成を要請することに賛成の委員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議長（小林孝次）挙手全員、よって本件は、提案のとおり、白鷹町農用地利用

集積計画の作成を要請することに決定いたしました。ここで１１番 樋口太一 

会長の入室を求めます。 

（樋口会長入室） 

議長（小林孝次）以上で、白鷹町農業委員会会議規則第６条第２項の規定に基

づく私の職務が終りましたので、議長の職を、樋口会長にお返しいたします。 

ご協力ありがとうございました。 

（小林代理自席へ移動） 

議長（樋口太一）小林会長職務代理者には、議長の任、大変ありがとうござい

ました。これより、私が議長を務めさせていただきます。ここで暫時休憩いた

します。事務局の退室を求めます。 
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（事務局職員退室） 

議長（樋口太一）休憩前に復し再開いたします。ここで追加変更議事日程を提

出いたします。 

 日程第９ 議案第４５号 職員の任免についてを議題といたします。提案理

由については、人事案件でありますので会長より説明いたします。 

 内容的には、ここに書いてありとおりです。明日、役場は内示があるという

ことで、このように変わるということです。この別紙については、議決後に回

収させていただきます。明日正式に発表になるということでございますので、

よろしくお願いします。 

お諮りいたします。本件は人事案件でありますので、質疑・討論を省略し、 

採決したいと存じますが、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、採決いたします。本件について、原案の

とおり決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、提案のとおり任免すること

に決しました。では、別紙を回収いたします。 

ここで事務局職員の入室を求めます。 

（事務局入室） 

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１１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。 

 



7 

 

白鷹町農業委員会会議規則第２２条第２項により、 

第１１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３０年３月２２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                    
 

 

 

 


