
須坂市農業委員会 平成 29年 7 月臨時総会 議事録 

 

日時 平成 29年 7月 20日（木曜日）午後 1時 45分～午後 2時 55分 

 

場所 須坂市役所 議会第 4委員会室 

 

出席者 

農業委員（14人） 

1番 坂本正雄、2番 茂木都、3番 中澤秀樹、4番 小林昇、5番 長野衛、6番 谷口フ

サ子、7番 斎藤 稔、8番 山岸和人、9番 中村嘉博、10番 宮尾哲雄、11番 春原 博、

12番 平野正、13番 田中郁男、14番 神林利彦 

 

須坂市職員 

事務局長 勝山修吉、局長補佐 荻原一司、主査 土屋大輔、農林課長補佐 田中雅明 

 

会議の概要 

 

事務局長： 

 ただ今から、須坂市農業委員会の委員改選後、初めての総会を開催いたします。 

 宮尾哲雄委員から若干遅刻する連絡をいただいております。委員総数 14 人中 13 人の出

席となり、過半数以上の出席がございますので、本日の会議の成立をご報告いたします。 

 それでは最初に、市長から招集のあいさつを申し上げます。 

 

 （市長 招集あいさつ ） 

 

事務局長： 

 失礼とは存じますが、市長が他の公務の都合がございますので、ここで退席させていた

だきます。 

 次に自己紹介に入ります。恐縮ではございますが、仮議席番号 1 番の委員さんから、順

次お願いいたします。 

 

 （仮議席 1番の委員から順次自己紹介） 

 

事務局長： 

 ありがとうございました。続きまして事務局職員の自己紹介を申し上げます。 

 （勝山局長、荻原補佐、土屋主査、田中補佐、自己紹介） 



事務局長： 

 農業委員会と最も関係のある市の組織が産業振興部農林課でございます。本日が初顔合

わせとなりますことから、職員の自己紹介をお願いいたします。 

 （加藤産業振興部長、宮下農林課長、渡辺担当課長、折井主査、自己紹介） 

 

事務局長： 

 ありがとうございました。なお、本日同席しておりませんが、事務局に佐藤里香事務員

がおりますので、紹介させていただきます。 

 自己紹介が済みましたので、ここで産業振興部長及び農林課職員は、退席させていただ

きます。 

 それでは、次第 4 の「臨時議長の選出」に入ります。ここで、お諮りいたしますが、会

長が互選されるまでの会議の進行については、臨時議長により議事を進めさせていただき

たいと思いますがいかがでございますか。 

 

 （「異議なし」の声） 

 

事務局長： 

 臨時議長につきましては、以前から市議会の例に習い年長の委員さんにお願いしており

ます。これにご異議ございませんか。 

 

 （「異議なし」の声」） 

 

事務局長： 

 「ご異議なし」との声をいただきましたので、そのように進めさせていただきます。 

 本委員会の年長の委員さんは、平野正委員さんでございますので、平野委員さんに臨時

議長をお願いいたします。 

 

臨時議長： 

 ただ今、臨時議長のご指名をいただきました平野でございます。皆様のご協力によりま

して、議事がスムーズに進行できますようよろしくお願い申し上げます。 

 最初に、須坂市農業委員会会議規則第 14条第 2項の規定により、議事録署名委員の指名

をいたします。仮議席番号 1番 中澤秀樹 委員、仮議席番号 3番 長野衛委員を議事録署名

委員に指名いたします。 

 それでは、本日の議事に入ります。日程第 1「会長の互選について」 及び日程第 2「会

長代理の互選について」の 2 件について、関連がありますので一括議題といたします。事

務局から説明をお願いします。 



事務局長： 

 日程第 1「会長の互選」につきましては、農業委員会等に関する法律で「会長は、委員が

互選した者をもって充てる」と定められております。また、日程第 2「会長代理の互選」に

つきましても、同法で「会長が欠けたとき又は事故があるときは、委員が互選した者がそ

の職務を代理する」と定められております。会長及び会長代理とも、委員の互選による選

出となりますので、よろしくお願いいたします。 

 会長の仕事内容を申し上げますと、会長は基本的に週 2 日の出勤で書類の決裁、事務局

からの報告を受け、打合せなどを行います。月 1 回総会を招集し、議長を務め、この後の

協議会でも座長を務めます。審議会委員、須坂市農業再生協議会会長への就任のほかに農

業関係会議への出席、一般質問があった場合には須坂市議会への出席と答弁があります。 

 また、須高地区での役職として、平成 28 年度及び 29 年度が須高地区農業委員会協議会

会長の任についており、平成 30年 2月の総会まで任期があります。そして、県組織の地区

常設審議委員会（毎月 10日頃）、常設審議委員会（毎月 15日頃）に出席します。 

 その他、19市農業委員会会長会議へ年 2回出席（一泊二日）するなどです。 

 代理は、会長が都合の悪い時の代理としての任務のほか、会長と分担して市の審議会等

の委員になったり、須高地区農業委員会協議会役員や農業委員会で行う懇親会の進行など

を務めます。 

 

臨時議長： 

 説明が終わりました。互選の方法についてお諮りいたします。会長及び会長代理につい

て、どのように互選したらよいでしょうか。 

 

田中委員： 

 事務局に腹案があったらお願いしたい。 

 

臨時議長： 

 事務局の説明をお願いします。 

 

事務局長： 

 今回は、農業委員会制度が改正され初めての会長及び会長代理の選出になります。事務

局として次のようにしたらいかがかと考えております。 

 地区ごとにグループ分けをし、そこから 1 人ずつ選考委員を出していただいてはどうか

と思います。 

 具体的には、須坂地区で 1 グループ、具体的には中村様、長野様、春原様になります。

次に豊洲、日野地区で 1グループ、具体的には宮尾様、坂本様、斎藤様になります。次に、

井上、高甫地区で 1 グループ、具体的には山岸様、中澤様、神林様になります。次に、東



地区で 1 グループ、具体的には田中様、小林様、谷口様、茂木様になります。計 4 名の選

考委員によって選考をいただきその選考結果に基づいて互選をいただいてはどうかと思い

ます。以上です。 

 

臨時議長： 

 ただ今、事務局より説明がありましたが、そのような方法としてよろしいでしょうか。

他に適当な方法がございましたら、ご意見をお願いします。 

 

 （「特になし」との声あり） 

 

臨時議長： 

 「異議なし」と認め、選考委員により選考することに決しました。それでは、各地区の

グループごとにお集まりいただき、選考委員 1人の選出をお願いします。 

 なお、選考委員が決まったグループから事務局へ氏名をご報告願います。この際、暫時

休憩といたします。 

 

 （選考委員が決まり、事務局への報告終了） 

 

臨時議長： 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。事務局より選考委員を発表いたします。 

 

事務局長： 

 選考委員さんのお名前を申し上げます。須坂地区が中村委員さん、豊洲・日野地区が坂

本委員さん、井上・高甫地区が山岸委員さん、東地区が田中委員さん、以上でございます。 

 

臨時議長： 

 選考委員については、ただ今発表のとおりであります。選考委員会は、この会場の東側

の「傍聴人控室」で行います。オブザーバーとして、事務局長と局長補佐が同席いたしま

すのでよろしくお願いします。 

 なお、選考委員会は初めに選考委員長をお決めいただき、選考委員長の進行のもとに選

考をお願いします。この際、暫時休憩といたします。 

 

 (選考委員会開催、選考終了） 

 

臨時議長： 

 休憩前に引き続き会議を開きます。選考委員長さんから選考結果の発表をお願いします。 



選考委員長： 

 選考委員長の中村ですが、選考結果を発表する前に快く受けていただくということで、

臨時議長さんに一締めをしていただいてから発表させていただきたいと思いますがいかが

でしょうか。 

 

臨時議長： 

 ご指名ですので、どなたに決まっても快くお引き受けいただくということで一締めの音

頭をとらせていただきます。 

 

 （一締めを行った） 

 

 宮尾哲雄委員が到着しましたので自己紹介をお願いします。 

 

宮尾委員： 

 （自己紹介） 

 

選考委員長： 

 会長に神林利彦委員さん、会長代理に田中郁男委員さんを選考いたしました。 

 

臨時議長： 

 ただ今、選考結果の発表がございました。報告のとおり、会長に神林利彦委員さん、会

長代理に田中郁男委員さんを互選することにご異議ございませんか。 

 

 （「異議なし」の声あり） 

 

臨時議長： 

 ご異議なしと認め、会長に神林利彦委員さん、会長代理に田中郁男委員さんとすること

に決しました。 

 ここで、会長及び会長代理に互選されました両委員から、就任のごあいさつをお願いし

ます。 

 

 （神林利彦会長、田中郁男会長代理あいさつ） 

 

臨時議長： 

 会長が決まりましたので、以上で臨時議長の職を辞させていただきます。ご協力ありが

とうございました。 



事務局長： 

 会長が決まりましたので、以後は会長の議事進行となります。 

 

議長： 

 日程第 3「議席の決定について」を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

 

事務局長： 

 議席の決定につきましては、須坂市農業委員会会議規則第 8 条で、くじにより定めるこ

とになっております。仮議席 1 番の委員さんから議席を決める順番を決めていただくくじ

を引いていただきます。 

 くじを引く順番が決まりましたら、その順番ごとにくじを引いていただきます。そこで

引いていただいたくじが正式な議席番号とさせていただきます。 

 なお、会長及び会長代理につきましては、従前より、会長を最も数の大きい議席番号、

会長代理はこの一つ前の議席番号としております。会長は 14 番、会長代理は 13 番となり

ますので、よろしくお願いします。 

 

議長： 

 事務局の説明のとおり、進めてよいでしょうか。 

 

 （「異議なし」の声あり） 

 

議長： 

 ご異議なしと認め、事務局の説明のとおり決しました。それでは、事務局においてくじ

引きの準備をしてください。 

 

 （くじ引き終了） 

 

議長： 

 これより、議席番号を事務局から発表いたします。 

 

事務局長： 

 それでは、議席番号を申し上げます。1番 坂本正雄委員、2番 茂木都委員、3番 中澤秀

樹委員、4 番 小林昇委員、5 番 長野衛委員、6 番 谷口フサ子委員、7 番 斎藤稔委員、8

番 山岸和人委員、9 番 中村嘉博委員、10 番 宮尾哲雄委員、11 番 春原博委員、12 番 平

野正委員、13番 田中郁男委員、14番 神林利彦会長となりました。 

 



 （それぞれの議席へ移動） 

 

議長： 

 それでは、次に日程第 4「農地利用最適化推進委員の選考について」を議題といたします。

事務局の説明を求めます。 

 

局長補佐： 

 （資料に基づいて説明した。） 

 

議長： 

 ただいま事務局から説明がありました、何かご質問等ございますか。 

 特にないようですので、事務局から説明のありました 7 人の皆様を須坂市農業委員会と

して、農地利用最適化推進委員に委嘱してよろしいでしょうか。委嘱することに賛成の皆

様は挙手願います。 

 

 （賛成者は挙手） 

 

議長： 

 挙手全員であります。よって 7 人の皆様を農地利用最適化推進委員に委嘱することに決

定しました。 

 以上で、本日予定された議事は全て終了となりました。皆様のご協力によりスムーズに

議事が終了したことに感謝し、議長を退任させていただきます。 

 

事務局長： 

 神林会長どうもありがとうございました。 

 議事が終わりましたが、事務局から何点かお伝えしたい件がございますのでよろしくお

願いいたします。 

 

土屋主査： 

 （報酬の振込口座及びマイナンバーについて書面にて教えていただきたい旨を依頼した。） 

 

事務局長： 

 事務局からは、以上でございますが、皆様から何かございますか。 

 これから正式な名簿作成をしていく予定で、電話番号や携帯電話等をお聞きする必要が

出てくると思いますので、24 日の研修会の際に聞き取りができればと思いますのでお含み

おきを願えればと思います。 



 以上で須坂市農業委員会臨時総会を閉会いたします。 

 なお、来る 7月 24日（月曜日）午後 2時から農地利用最適化推進委員さんを交えての研

修会を予定しています。農繁期の大変お忙しいところ恐縮ですがご出席をお願いしたいと

思います。また、会長さん及び会長代理さんにつきましてはこのあと理事者へあいさつに

伺いますので時間をさいていただければと思います。 

 それでは、長時間にわたりありがとうございました。お忘れ物がないようにお帰りくだ

さい。 


