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第 1回喜多方市農業委員会総会議事録 

 

1 開催の日時及び場所 

日 時  令和３年 1月 15日（金）午後 1時 30分 

   会  場  市役所本庁舎 大会議室 AB 

 

2 会議の概要 

○大堀参事兼農業振興課長 

定刻となりましたので、第 1回喜多方市農業委員会総会をはじめさせて

いただきます。本日の司会進行を務めさせていただきます参事兼農業振興

課長の大堀でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

本日の農業委員会総会は、委員の任期満了に伴い、新たに任命された農

業委員による初めての総会でございますので、「農業委員会等に関する法

律」第２９条第１項の規定により、喜多方市長名で招集いたしました。 

初めに、臨時議長の選出でありますが、会長が選出されるまでの間、地

方自治法第 107条の規定に準じて、最年長委員の方に臨時議長の職務を行

っていただきたいと存じます。 

本日の出席委員中、小林博行委員が最年長委員でございますので、臨時

議長として、小林委員には、議長席にお着き願います。 

よろしくお願いいたします。 

 

○小林臨時議長 

只今、ご指名いただきました小林でございます。臨時議長の職を務めさ

せていただきます。 

それでは申し上げます。 
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本日の欠席委員は、佐藤光伸委員です。 

出席委員は、定足数に達しております。 

只今から、第一回喜多方市農業委員会総会を開会いたします。 

議事進行上、仮議席を指定いたします。 

仮議席は、只今、ご着席の議席といたしますので、ご了承をお願いいた

します。 

次に、議事録署名委員の決定についてであります。総会の議事録には喜

多方市農業委員会会議規則第２０条第２項に基づき議長及び２名以上の委

員が署名しなければならないこととされております。 

 本総会の議事録署名委員２名については、臨時議長より指名してよろ

しいかお諮りいたします。 

 ご異議ありませんか。 

（ 異議なしの声あり ） 

○小林臨時議長 

 ご異議なしと認めます。 

よって、仮議席１番委員京野貞夫委員、及び 同じく２番委員高橋忠一

委員の両委員を指名します。 

 

続きまして、遠藤市長から発言を求められておりますので、これを許し

ます。 

○遠藤市長 

第 1回喜多方市農業委員会総会にあたり、一言ご挨拶申し上げます。 

皆様には、任期満了に伴う新たな農業委員として、先ほど辞令を交付さ

せていただいたところであり、引き続き委員改選後初めての総会を開催

したところです。農業委員の業務につきましては、担い手への農地の集

積・集約、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進などの農地等の
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利用の最適化を推進していくということが、最も重要な事務に位置付け

られておりまして、委員の皆様方に置かれましては、豊富な経験に基づ

いた農地利用の適正化を始め、本市農業の発展にご尽力賜りますよう、

よろしくお願い申し上げる次第であります。 

  さて、本市の農業就業人口は、農業従事者の高齢化や後継者不足によ

り、減少傾向が続いており、遊休農地も拡大していることから、多様な

担い手の育成・確保が喫緊の課題となっております。そのため、市では

農業委員会と連携をし、人・農地プランの策定や、農地中間管理機構を

通した農地の集積・集約化など施策等により、担い手の育成を推進して

おります。また、喜多方市農林業ビジョンに基づきまして、各種施策・

事業を積極的に展開しているところであり、引き続きは生命産業である

本市農業の持続的な発展に努めてまいりたいと考えておりますので、よ

ろしくお願い申し上げます。 

 さて、本市農業にも多大なる影響を及ぼしている、新型コロナウイル

ス感染症は、今もなお拡大し続けており、首都圏を中心による緊急事態

宣言が発令され、県内におきましても県知事から不要不急の外出の自粛

要請がされる等、極めて深刻な状況になっております。残念ながら、本

市でも本日報道で発表いたしました通り、新たな感染患者 2名が確認さ

れ、本市といたしましても、命と健康、暮らしをしっかりと守っていく

そういう観点から様々な完全防止対策を講じていかなければならず、予

断を許さない状況と認識しており、市民の皆様の命と健康を第一に考え、

感染防止に細心の注意を払いながら市政執行にあたってまいりたいと考

えております。皆様におかれましては、コロナ禍の中、農業委員として

職務に当たっていただくこととなりますが、三密を防ぐ対策等、充分な

感染防止策を講じながら活動していただきますようお願い申し上げる次

第でございます。 
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 結びになりますが、農業委員の皆様におかれましては、長年にわたり

培われた経験と識見をもとに、農業農村の発展のためご活躍されること

を心からご期待申し上げて挨拶とさせていただきます。 

 どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

○小林臨時議長 

ここで農業委員の紹介を、参事兼農業振興課長からいたさせます。 

○大堀参事兼農業振興課長 

私から、お手元の総会資料にあります名簿の順により農業委員の皆さん

をご紹介申し上げます。 

（名簿により順次紹介） 

 

○小林臨時議長 

次に、会期の決定を行います。 

お諮りいたします。会期は本日一日間といた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 ） 

○小林臨時議長 

ご異議がないものと認めます。 

よって、会期は、本日一日間と決定いたしました。 

 

○小林臨時議長 

只今から、議事に入ります。 

「議案第１号喜多方市農業委員会会長の互選について」を議題といたし

ます。提案者より説明を求めます。 

○遠藤市長 
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〔市長議案説明〕 

議案第１号の提案理由を申し上げます。 

喜多方市農業委員会会長を選出していただきたく、ご提案を申し上げる

ところであります。農業委員会会長は農業委員会等に関する法律第５条第

２項の規定により、委員が互選した者をもって充てることとなっておりま

すので、よろしくお願いを申し上げます。 

 

○小林臨時議長 

ただ今、説明のありました会長の互選について、いかなる方法がよろし

いか、お諮りいたします。ご意見ございませんか。 

 

〇仮議席 10番 菅井大輔委員 

10番菅井です。指名による推薦でお願いしたいと思います。 

 

○小林臨時議長 

只今、指名推薦による選出という発言がありましたが、ご異議ありませ

んか。 

（ 異議なしの声あり ） 

○小林臨時議長 

ご異議ないものと認め、そのように決定いたします。 

どなたか推薦者はありませんか。 

 

○仮議席 9番 木戸賢治委員 

木戸です。本市農業委員会の会長は、今後 2年間にわたり、会津若松農

業委員会連合会の会長としても、重責を担っていただく必要がございます。
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したがって、本市の会長につきましては前期に引き続き京野貞夫委員を再

選として推薦いたします。 

 

○小林臨時議長 

只今、木戸賢治委員から、京野貞夫委員を推薦したいという発言があり

ましたが、他にありませんか。 

（ なしの声あり ） 

 ○小林臨時議長 

他にないようですので、お諮りいたします。 

只今、推薦されました、京野貞夫委員を、喜多方市農業委員会会長に選

出することにご異議ありませんか。 

（ 異議なしの声あり ） 

○小林臨時議長 

ご異議なしと認めます。 

 よって、京野貞夫委員が喜多方市農業委員会会長に選出されました。 

 ここで、選出されました新会長より、ごあいさつをお願いします。 

 

○京野貞夫新会長  

今ほど喜多方市農業委員会会長に選任されました京野貞夫と申します。

会長の責任の重さを痛感しているところでございます。皆さんの期待に沿

えるよう一生懸命頑張る所存でございますので、ご支援ご協力を切にお願

い申し上げる所でございます。先ほど市長からもお話いただきましたが、

農業は依然として厳しい状況が続いております。3年前でありますが、農

業委員会法が改正され、新たに農地利用の最適化の推進が業務に付け加え

られ、推進活動を行ってまいりました。様々な指導を受け、何とか 3年間

やって来られたということも厚く御礼申し上げます。やはり、3年間の総
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括を行いますと、いろいろな課題が山積しておりますが、実績を踏まえて

新体制に移行し、新たな農地利用の最適化推進を展開していきたいと考え

ております。 

本市においては、課題が多く我々の力だけでなく、その他関係機関と一

体になりまして、この難局を乗り越えていきたいと考えておりますので、

皆様にもご理解とご協力を切にお願いいたしまして簡単ではございますが、

ごあいさつに代えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○小林臨時議長 

それでは、会長が決まりましたので、臨時議長をおりさせていただきま

す。皆様のご協力によりまして、円滑に議事が終了できましたことに感謝

申し上げます。ありがとうございました。 

 

〔 京野会長 議長席に着く 〕  

○京野議長 

只今から、私が会長として議長の職務を行います。 

暫時休議といたします。 

〔事務局から会議の進行等について説明を受ける〕 

休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

「議案第２号喜多方市農業委員会会長職務代理者の互選について」を議

題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

○遠藤市長 

〔市長議案説明〕 

議案第２号 喜多方市農業委員会会長職務代理者の互選についてでありま

すが、その提案理由の説明をいたします。 
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議案第２号につきましては、農業委員会等に関する法律第５条第５項の規

定により、喜多方市農業委員会会長職務代理者１名を互選により選出して

いただきたくご提案を申し上げます。よろしくお願いいたします。 

 

○京野議長 

ただ今、説明のありました会長職務代理者の互選について、いかなる方

法がよろしいか、お諮りいたします。 

ご意見ございませんか。 

 

○仮議席 15番 高野進委員 

指名推薦による方法をご提案いたします。 

 

○京野議長 

只今、指名推薦による選出という発言がありましたが、ご異議ありませ

んか。 

（ 異議なしの声あり ） 

○京野議長 

ご異議ないものと認め、そのように決定いたします。 

どなたか推薦者はありませんか。 

 

○仮議席 12番 大津康夫委員 

 大津です。齋藤澄子委員を推薦いたします。 

 

○京野議長 

 只今、大津康夫委員から、齋藤澄子委員を推薦したいという発言があ

りましたが、他にございませんか。 
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 （ なしの声あり ） 

○京野議長 

 他にないようですので、お諮りいたします。 

 只今、推薦されました、齋藤澄子委員を、喜多方市農業委員会会長職

務代理者に選出することにご異議ありませんか。 

（ 異議なしの声あり ） 

○京野議長 

ご異議なしと認めます。 

 よって、齋藤澄子委員が喜多方市農業委員会会長職務代理者に選出され

ました。 

ここで、新たに選出されました会長職務代理者より、ごあいさつをお願

いします。 

 

○齋藤会長職務代理者 

 齋藤です。只今ご指名いただきまして、職務代理として職を受けさせて

いただきました。会長を支えるということはなかなかできないこととは思

いますけれども、皆さんのご指導の下、進行を行っていきますので、よろ

しくお願いいたします。 

 

○京野議長 

 議案第２号までは終了いたしました。 

ここで、遠藤市長が公務のため退席されます。 

暫時休議といたします。 

 

○京野議長 

休憩前に引き続き、会議を再開します。 
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「議案第３号 喜多方市農地利用最適化推進委員の選任について」を議

題といたします。 

事務局より説明を求めます。 

 

○農業委員会事務局長 

農地利用最適化推進委員の候補者については、令和２年１２月１８日開

催の第３７回喜多方市農業委員会総会において、ご提示の名簿一覧のとお

り決定いたしましたが、本日の総会におきましては、正式に農地利用最適

化推進委員として選任をお願いするものでございます。 

それでは、候補者の担当区域及び氏名を朗読・説明いたします。 

（名簿一覧により朗読・説明） 

 

○京野議長 

 それではここでご意見、ご質問等を頂戴したいと思います。 

ございませんか。  

（ なしの声あり ） 

○京野議長 

ご意見、ご質問なしと認めます。 

お諮りいたします。議案第３号について、原案のとおり可決することに、

ご異議ございませんか。 

（ 異議なしの声あり ） 

○京野議長 

ご異議なしと認めます。 

よって、議案第３号については、原案のとおり可決することに決定いた

しました。 
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８ 議席指定 

○京野議長 

 只今から、議席の指定を行います。 

 議席の指定につきましては、「クジ」で決めることにしたいと思います。 

 初めに、「クジを引く順番を決めるクジ」を引いていただき、次に、そ

の順番により「議席を決めるクジ」を引き、議席を指定したいと思います。 

さらに、あらかじめご了承をお願いいたしますが、会長の議席は十九番、

会長職務代理者の議席は十八番に定めておくことにしたいと思いますが、

あわせてご異議ないか、お諮りいたします。 

（異議なしの声あり。） 

○京野議長 

ご異議ないものと認めます。 

よって、会長の議席は十九番、会長職務代理者の議席は十八番に決定い

たしました。 

それでは、只今から、事務局職員をして、まず初めにクジを引く順番を

決めるクジを持って回らせますので、委員の方々は抽選を願います。 

その後、そのクジの順番に議席を決めるクジを事務局長の点呼によりク

ジによって抽選いたします。 

（事務局職員により、クジを行い、議席番号等を確認・整理） 

 

○京野議長 

抽選が終わりましたので、只今から各委員の議席を事務局長に報告いた

させます。 

○農業委員会事務局長 

私から、議席の報告を申し上げます。 

１番   高橋 忠一 委員 
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２番   高野 進 委員 

３番   渡部 清孝 委員 

４番   小沢 勝則 委員 

５番   武藤 常雄 委員 

６番   二瓶 崇 委員 

７番   菊地 貴 委員 

８番   山口 久人 委員 

９番   大津 康男 委員 

１０番  小林 千代松 委員 

１１番  平田 恭一 委員 

１２番  木戸 賢治 委員 

１３番  木村 富士男 委員 

１４番  小林 博行 委員 

１５番  菅井 大輔 委員 

１６番  岩崎 茂治 委員 

１７番  佐藤 光伸 委員 

１８番  齋藤 澄子 委員 

１９番  京野 貞夫 委員 

以上であります。 

 

○京野議長 

只今、事務局長から報告させましたとおり、議席を決定いたしたいと思

います。 

ご異議ありませんか。 

（ 異議なしの声あり ） 

○京野議長 
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ご異議ないものと認め、只今の議席のとおり決定いたします。 

 

９ 職員紹介 

○京野議長 

 次に、職員紹介ですが、参事兼農業振興課長並びに農業委員会事務局

長をして紹介いたさせます。 

○大堀参事兼農業振興課長 

 私からは、本総会に出席している産業部農業振興課の職員を紹介いた

します。 

（総会資料の席順により紹介） 

○農業委員会事務局長 

私からは、農業委員会事務局の職員及び各総合支所農業委員会併任職員

を紹介いたします。 

（総会資料の席順により紹介） 

 

１０ 閉会 

○京野議長 

以上で、本総会の日程は全部終了いたしました。 

これをもちまして、第 1回喜多方市農業委員会総会を閉会いたします。 

ありがとうございました。 

 

 （14時 22分） 


