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第１回 遠賀町農業委員会総会議事録 

 
１．   日時   令和２年７月２０日（月）午前８時５５分～午前１０時４０分 

 

２．   場所   遠賀町役場   ２階   大会議室  

 

３．   出席委員（８名）  

     委 員 １番  三原  高志  

     委 員 ２番  髙崎  洋介  

     委 員 ３番  石井  佐千生  

委 員 ４番  松井   悟  

     委 員 ５番  池田  光一  

     委 員 ６番  吉田  茂三  

委 員 ７番  米田  かおる  

委   員  ８番  白石  元弘  

 

４．   議事日程  

１．開会  

 

２．町長挨拶  

 

３．辞令交付  

 

４．議題  

（１）付議案件  

①  会長の選出について  

②  副会長の選出について  

③  議席の決定について  

  ④  農地利用最適化推進委員の選出について  

  ⑤  農地利用最適化推進委員の委嘱について  

 

（２）協議事項  

  ①  農業委員と推進委員の役割について  

  ②  令和２年度の日程について  
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  ③  遠賀町農業委員会の取り決め事項について  

  ④  生産組合長及び農業委員・推進委員の地区割について  

  ⑤  各種会議等への委員推薦について  

  ⑥  農地利用状況調査について  

  

（３）その他  

①   活動記録簿について  

②   全国農業新聞の購読について  

③   印鑑、連絡先等について  

④   写真撮影について  

 

 

５．   農業委員会事務局職員  

          事務局長        大場  繁雄  

        事務局職員    濱田  美孝  

事務局職員    福島  智靖  

 

 

開  会     ８時   ５５分  

 

 

事務局長   皆様おはようございます。  

      定刻となりましたので、第１回遠賀町農業委員会総会を開会い

たします。  

      開会にあたりまして、遠賀町長  古野  修よりご挨拶申し上げ

ます。  

 

町長     挨拶  

 

事務局長   続きまして、お手元にお配りした次第の「３．辞令交付」です。

ただ今より辞令交付を行います。お名前をお呼びいたしますの

で、前の方におこしください。  

 

         （町長から辞令交付）  

           

事務局長   ありがとうございました。町長は他の公務がございますのでこ
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こで退席させていただきます。  

          

（町長退席）  

 

事務局長   委員の皆様におかれましては、今回が初めての総会となります。 

      お手元に名簿と座席表を配布していますが、事務局職員と各委

員さんの自己紹介をお願いしたいと存じます。  

 

         （自己紹介）  

 

事務局長   ありがとうございました。  

      

      以後の進行は係長が行います。  

 

事務局    それでは、これからの総会の流れにつきまして、ご説明をいた

します。  

 

         （総会の流れについて説明）  

 

      それでは仮議長の選出に入りたいと思います。  

      会長が選出されるまでの間、委員の中から仮議長を選出し、進

行していただきます。  

      仮議長の選出方法は、法令等に特に定めはございませんが、遠

賀町では慣例的に出席委員の中で年長の委員が仮議長の職務

を行うこととしております。皆さんのご異議がなければ、慣例

に従いたいと存じますがいかがでしょうか。  

       

         【異議なし】の声  

 

事務局    異議なしとの声がありましたので、慣例により仮議長について

は、米田かおる委員にお願いしたいと存じます。米田委員仮議

長席の方によろしくお願いいたします。  

 

          （仮議長着席）  

 

仮議長    ただいま仮議長に選任されました米田です。よろしくお願いい
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たします。  

      付議案件①「会長の選出について」を議題とします。  

      まずは事務局より説明をお願いします。  

 

事務局    会長・副会長の選出方法について説明。  

 

仮議長    はい、それではまず立候補を募り、立候補がなければ推薦して

いただきたいと思いますが、この進め方で異議ございませんか。 

 

         【異議なし】の声  

 

仮議長    異議なしとのことですので、まずは立候補を受け付けたいと思

います。  

      遠賀町農業委員会会長に立候補される委員はありませんか。  

       

    （立候補なし）  

 

仮議長    立候補がないようですので、推薦はありませんか。  

 

松井委員   私は会長に三原委員を推薦いたします。  

 

仮議長    ただ今松井委員より三原委員の推薦がありましたが、他に推薦

はありませんか。  

 

         【ありません】の声  

 

仮議長    他に推薦がないようですので、採決いたします。  

      三原委員を会長とすることに賛成の委員の挙手を求めます。  

 

【挙手の人数を確認】  

 

      賛成６名。三原委員が会長として承認されました。  

      それでは会長が承認されましたので、議長を交代します。  

      ご協力ありがとうございました。  

 

会長     就任挨拶  
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それでは引き続き副会長の選出を行います。まずは立候補はご

ざいませんか。  

 

（立候補なし）  

 

会長     立候補がないようですので、推薦はありませんか。  

 

松井委員   私は副会長に老良の髙崎委員を推薦いたします。  

 

会長     ただ今尾崎の松井委員から老良の髙崎委員の推薦がありまし

たが、他に推薦はありませんか。  

 

         【ありません】の声  

 

会長     他に推薦がないようですので、採決いたします。  

      髙崎委員を副会長とすることに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

【挙手の人数を確認】  

 

      賛成６名。髙崎委員が副会長として承認されました。  

 

   （副会長が席を移動）   

 

会長     では副会長の髙崎委員から一言挨拶をお願いします。  

 

副会長    就任挨拶  

 

会長     続いて付議案件③「議席の決定について」を議題といたします。

事務局より説明をお願いします。  

 

事務局    議席の決定方法について説明。  

       

会長     それではくじ引きを始めてください。  

 

         【くじを引いて読み上げ】  
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会長     それではみなさんくじを引かれましたので、事務局再度確認を

お願いします。  

 

事務局    はい、それでは確認いたします。  

      １番三原会長、２番髙崎副会長、３番石井委員、４番松井委員、

５番池田委員、６番吉田委員、７番米田委員、８番白石委員、

以上でございます。  

 

会長     それでは続いて付議案件④「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。事務局より説明をお願いします。 

 

事務局    農地利用最適化推進委員の選任と候補者の評価について説明。 

                   

         (候補者７名の詳細説明 ) 

 

以上が農地利用最適化推進委員候補者の評価になります。  

 

会長     それでは本件について、意見や質問のある委員は挙手願います。 

 

【ありません】の声  

 

会長     無いようですので、これより採決に移ります。付議案件④「農

地利用最適化推進委員の選任について」７名全員を農地利用最

適化推進委員として適任と判断される委員の挙手を求めます。 

 

【挙手の人数を確認】  

 

会長     賛成７名。付議案件④は承認されました。  

 

    それでは、続いて付議案件⑤「農地利用最適化推進委員の委嘱

について」を議題といたします。  

 

    ここで総会を暫時休憩します。  
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休  憩    ９時   ２２分  

 

－   推進委員へ入室を促す   －  

 

再  開    ９時   ５１分  

 

 

事務局長   皆様おはようございます。これからお手元にお配りした次第の

「議題」の「（１）⑤農地利用最適化推進委員の委嘱について」

進めていきます。  

      農地利用最適化推進委員の委嘱状の交付を行います。お名前を

お呼びいたしますので、前の方におこしください。  

      委嘱状は会長の方からお渡しします。  

 

（会長から７名に委嘱状交付）  

           

事務局長   委員の皆様におかれましては、今回が新たな体制となって農業

委員と推進委員の初めての顔合わせとなりますので、お手元に

名簿と座席表を配布していますが、事務局職員と各委員さんの

自己紹介をお願いしたいと存じます。  

       

         （自己紹介）  

 

会長     ありがとうございました。  

      続いて協議事項に移ります。  

      協議事項①「農業委員と農地利用最適化推進委員の役割につい

て」事務局より説明をお願いします。  

 

事務局    農業委員と推進委員の役割について説明。  

 

会長     はい。それではただいま事務局より説明がありました「農業委

員と農地利用最適化推進委員の役割について」について、ご質

問、ご意見等ございませんでしょうか。  

 

【ありません】の声  
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会長     無いようですので続いて協議事項②「令和２年度の日程につい

て」事務局より説明をお願いします。  

 

事務局    令和２年度の日程について説明。  

       

会長     はい、それではただいま事務局より説明がありました「令和２

年度の日程について」について、ご質問、ご意見等ございませ

んでしょうか。       

 

【ありません】の声  

 

事務局    ９月１０日の水利の研修会について説明。  

       

会長     他にありませんか。  

 

【ありません】の声  

 

会長     無いようですので、つづいて協議事項③「遠賀町農業委員会の

取り決め事項について」事務局よりお願いします。  

 

事務局    「農地の購入」について説明。  

 

      現況証明の発行について説明。  

 

      農地改良について説明。  

       

委員報酬と費用弁償について説明。  

       

農業委員会独自で決定している慶弔規定について説明。  

 

会長     はい、それではただいま事務局より説明がありました「遠賀町

農業委員会の取り決め事項について」についてご質問、ご意見

等ございませんでしょうか。  

 

【ありません】の声  
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      無いようですので、つづいて協議事項④「生産組合長及び農業

委員・推進委員の地区割りについて」事務局より説明をお願い

します。  

 

事務局    生産組合長及び農業委員・推進委員の地区割りについて説明。 

 

      それではただいま事務局より説明がありました「生産組合長及

び農業委員・推進委員の地区割り」についてご質問、ご意見等

ございませんでしょうか。  

 

【ありません】の声  

 

会長     無いようですので、１２ページの地区割りでいきたいと思いま

す。続いて協議事項⑤「各種会議等への委員推薦について」事

務局より説明をお願いします。  

 

事務局    農業関係の各種会議への委員の推薦について説明。  

 

会長     はい、それではただいま事務局より説明がありました「各種会

議等への委員推薦」についてご質問ご意見等ございませんでし

ょうか。  

 

【ありません】の声  

 

会長     それでは地域水田農業推進協議会ですが、いかがでしょうか。 

    

      水田協については今現在私が会長です、私とできれば松井委員

を推薦したいのですがよろしいでしょうか。松井委員について

は今まで認定協の方から委員になっていただいておりますが、

今回は農業委員会から出ていただくということで、よろしけれ

ば進めさせていただきたいと思いますが、いかがでしょう。  

 

【異議なし】の声  

 

では、地域水田農業推進協議会の委員推薦は松井委員と三原と

します。  
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      次に情報委員ですが、いかがしましょうか。  

      情報委員については副会長から１名ということで髙崎副会長、

もう１名はどうしましょう。  

      髙崎委員は前回も情報委員をしてベテランですので、女性委員

の米田委員はどうでしょうか。  

 

【異議なし】の声  

 

では、情報委員は髙崎委員と米田委員とします。３年間よろし

くお願いします。  

 

      つづいて、協議事項⑥「農地利用状況調査について」事務局よ

り説明をお願いします。   

 

事務局    農地利用状況調査について説明。  

 

会長     はい、それではただいま事務局より説明がありました「農地利

用状況調査」についてご質問ご意見等ございませんでしょうか。 

   

（質疑応答）  

 

会長     他には。  

 

【ありません】の声  

 

会長     無いようですので、つづいて「（３）その他について」事務局

より説明をお願いします。  

 

事務局    活動記録簿について説明。  

 

      全国農業新聞の購読について説明。  

       

      次回の総会について説明。  

          

印鑑、連絡先等について説明。  
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      写真撮影について説明。  

       

会長     はい、それではただいま事務局よりご説明がありました「その

他」についてご質問、ご意見等ございませんでしょうか。  

 

         （名簿、活動記録簿について質疑応答）  

       

会長     他にないでしょうか。  

 

【ありません】の声  

       

会長     それでは、他に無いようでございますので、以上をもって、第

１回遠賀町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。  

 

 

閉  会    １０時   ４０分  


