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田辺市農業委員会議事録 

平成２９年７月２０日（木）午後３時００分 田辺市役所別館３階 大会議室 

農業委員数１９名 

出席者１９名 

１番 山崎 清弘  ２番 鈴木  明   ３番 棒引 昭治   ４番 前田 登        

 ５番 福嶋  隆  ６番 更井 寛司   ７番 廣田 純一郎  ８番 瀧本 和明 

９番 田中 壽一 １０番 青木  登  １１番 日下  崇  １２番 鈴木 直孝 

１３番 上森  力 １４番 上中 悠司  １５番 岡上  達  １６番 川井 洋之 

１７番 長嶝 博司 １８番 松本 忠巳  １９番 峯園 五郎   

             

欠席者      なし 

          

事務局      局長 平田 耕一  農地係長 岡内 伸午  企画員 片井 恵子 

会議録署名委員  １番 山崎 清弘  ２番 鈴木  明     

 

（農業委員任命式及び農業委員会初総会） 

平田  局長   定刻になりましたので、只今から農業委員任命式並びに改選後初めての田

辺市農業委員会総会を開会いたします。委員の皆さんには、お忙しい中ご

出席いただきましてありがとうございます。農業委員会事務局長の平田で

ございます、よろしくお願いします。それでは、真砂市長より任命辞令を

交付いたしますので、名前を呼ばれた方は前へお進み下さい。 

（仮議席順に市長より交付） 

平田  局長   ありがとうございました。なお、委員の任期は本日平成２９年７月２０日

から平成３２年７月１９日までの３年間となりますのでよろしくお願い致

します。それでは農業委員の任命に当たりまして、真砂市長からご挨拶を

申し上げます。 

真砂  市長   （市長あいさつ） 

平田  局長   続きまして産業部の関係職員を紹介させていただきます。那須産業部長で

す。北川農業振興課長です。 

平田  局長   続いて農業委員会事務局の職員を紹介させていただきます。 

（職員 自己紹介） 

平田  局長   続きまして、委員の皆さん方に簡単に自己紹介をお願い致します。仮議席

番号１番の山崎委員さんから順にお願いします。 

（自己紹介） 

平田  局長   ここで市長と産業部の職員につきましては、次の公務がございますので、

これで退席をさせていただきます。 

（退席） 

平田  局長   この後の議事予定でございますが、議席を決めていただいた後、会長・会

長職務代理及び副会長の三役の選出をご協議いただきたいと思います。よ

ろしくお願い致します。この後の議事の進行については、会長が決まるま

で仮議長を選出していただいて進めてまいりたいと思いますが、仮議長の

選出はいかが致しましょうか。 
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         （事務局一任の声） 

平田  局長   事務局一任ということですが、ご異議無ければ指名をさせていただきます

がよろしいですか。 

委員  全員   （異議なし） 

平田  局長   はい、それでは指名させていただきます。仮議長には本宮の松本委員さん

にお願い致します。 

松本 仮議長   只今、紹介いただきました松本忠巳です。大役ではございますが、ご指名

をいただきましたので仮議長をつとめさせていただきます。議事進行にご

協力をお願い致します。着席して進めさせていただきます。それでは、早

速ですが議席を決めたいと思います。事務局に案はございますか。 

平田  局長   議席ですが、市の会議規則では、「委員の議席は任期満了による委員の任命

後最初に行われる総会においてくじで定める」となっておりますが、今、

座っていただいております席と名簿は、前回と同様に田辺市の条例に記さ

れております市の町の名称及び区域の町順にさせていただいております。

議案審議の際に同じ地域でまたは近隣地区の委員さんと相談しながら進め

てもらうためにこの席順にさせていただいています。また、毎月の議案書

の案件の順番につきましても従来より条例の町順で記載をしております。

こうしたことから委員の皆さんのご了承がいただけましたらこの席順で了

承をいただきたいと考えております。よろしくお願い申し上げます。 

松本 仮議長   只今、事務局から提案がありましたが、地域ごとにまた近隣地区で相談が

できるように、この席順とさせていただきたいということです、ご承認い

ただけますか。 

委員  全員   （異議なし） 

松本 仮議長   異議なしということですので、議席はこの席順と致します。続きまして、

会長・会長代理・副会長の三役の選出に移りたいと思います。まず三役に

立候補される方はございませんか。無ければ選出についていかが致しまし

ょうか。 

委員  全員   （議長一任） 

松本 仮議長   議長一任とのことでございますので、選考委員さんを選出して、その選考

委員さんで会長・会長代理・副会長さんの選考をお願いしたいと思います

が、いかがでしょうか。 

委員  全員   （異議なし） 

松本 仮議長   異議なしとのことでございますが、それでは選考委員の選出方法はいかが

致しましょうか。 

委員  全員   （議長一任） 

松本 仮議長   議長一任とのことでございますので、ご異議無ければ選考委員を指名させ

ていただきます。それでは、中三栖の青木委員さん、龍神の鈴木委員さん、

中辺路の岡上委員さん、大塔の川井委員さん、本宮の峯園委員さんを指名

致します。別室を用意致しておりますので、選考委員の皆さんよろしくお

願いします。ここで暫く休憩いたします。 

（別室で選考委員会） 

松本 仮議長   休憩前に引き続き会議を開きます。それでは、選考委員さんが選考を終え
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たようですので、選考委員長さんから発表をお願いいたします。 

鈴木選考委員長  会長には前会長の瀧本和明委員さん、会長代理も同様に上森力委員さん、

副会長に前田登委員さんが選考されました。 

松本 仮議長   ありがとうございました。只今、選考委員長さんから報告がありましたと

おり、会長には上秋津の瀧本委員さん、会長代理に龍神の上森委員さん、

副会長に稲成の前田委員さんが選考されました。委員の皆さんご異議ござ

いませんか。 

委員  全員   （異議なし） 

松本 仮議長   ご賛同の方は拍手をもってお願い致します。 

（拍手） 

松本 仮議長   ありがとうございました。これにより三役が選出されました。それでは、

不慣れな進行役ではございましたが、皆様方のご協力で無事仮議長の任務

を終了させていただきます。ありがとうございました。   

（仮議長退席） 

平田  局長   ありがとうございました。それでは、三役が決まりましたので、早速では

ございますが新会長さんからご挨拶をいただきたいと存じます。瀧本会長

さんよろしくお願いします。 

瀧本  会長   （会長就任あいさつ） 

平田  局長   そのまま議長席に着席をお願い致します。それでは、続いて会長代理上森

委員さんからごあいさつをお願い致します。 

上森会長代理   （会長代理就任あいさつ） 

平田  局長   続きまして、前田副会長さんからごあいさつをお願い致します。 

前田 副会長   （副会長就任あいさつ） 

平田  局長   ありがとうございました。では、後の議事進行は会長にお願いします。  

議    長   それでは、委員の皆さんよろしくお願いします。遅くなりましたが本日の

会議録署名委員に１番山崎委員さんと２番鈴木委員さんにお願い致します。 

また、本日の欠席委員さんはございません。本日予定しておりました議事

については全て終了いたしました。事務局から連絡事項はありますか。 

平田  局長   （資料の地区担当表と現地調査委員予定表と農業新聞等について説明） 

片井 企画員   （委員報酬等各種手続きについて説明） 

議    長   ただ今の報告について何かございませんか。無ければ、本日の総会は閉会

致します。お忙しい中、ありがとうございました。 

 

（農地利用最適化推進委員委嘱式） 

平田  局長   推進委員の皆さんには、お忙しい中ご出席いただきましてありがとうござ

います。農業委員会事務局長の平田です。只今から田辺市農地利用最適化

推進委員委嘱式を行います。それでは、瀧本田辺市農業委員会会長より、

委嘱状をお渡しいたします。全員お一人お一人のお名前を読み上げます。

その後、代表して玉置俊裕様、前の方へお進み下さい。 

（会長より代表者へ交付） 

平田  局長   ありがとうございました。なお、委員の任期は本日平成２９年７月２０日

から平成３２年７月１９日までの３年間となりますのでよろしくお願い致
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します。それでは推進委員の委嘱に当たりまして、瀧本会長から一言ご挨

拶を申し上げます。 

（瀧本会長あいさつ） 

平田  局長   続きまして、農業委員会事務局の職員を紹介させていただきます。 

（職員 自己紹介） 

平田  局長   それでは、委員の皆さん方に簡単に自己紹介をお願いいたします。玉置委

員さんから順にお願いいたします。 

（推進委員 自己紹介） 

平田  局長   それでは、農業委員会の三役とＪＡ紀南指導部の生田氏をご紹介いたしま

す。 

         （三役と生田氏の紹介） 

平田  局長   この後の日程ですが、事務局から業務の概要とＪＡ紀南指導部の生田さん

から農地中間管理機構の概要について説明していただき、その後、事務局

からの連絡事項について説明させて頂きます。それでは、私からは業務の

内容についてご説明いたします。 

（資料の農業委員会の概要について説明） 

平田  局長   続きまして、農地中間管理事業についてＪＡ紀南指導部の生田さんから説

明をしていただきます。 

         （農地中間管理事業について説明） 

平田  局長   （資料の地区担当表と農業新聞等について説明） 

片井 企画員   （委員報酬等各種手続きについて説明） 

平田  局長   大変お忙しい中、長時間に渡りましてありがとうございました。 

 

午後５時２０分終了 


