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平成 24 年 天草市農業委員会第 10 回総会議事録 
 

 平成 24 年 10 月 1 日天草市農業委員会総会が天草中央保健福祉センターに招集された。 

1、総会に出席した市長及び委員は、次のとおりである（37 名） 

 市長 安田 公寛     

 1 番 鶴田 雄士 君 2 番 稲田 秀敏 君 

 3 番 川原 昭雄 君 4 番 川口  直 君 

 5 番 武内 正俊 君 6 番 森本 文隆 君 

 7 番 佐々木碩哉 君 8 番  君 

 9 番 小松 信男 君 10 番 江良 邦勝 君 

 11 番 浦上 廣幸 君 12 番 山本 友保 君 

 13 番 佐藤 駿二 君 14 番 福本 富人 君 

 15 番 山下 和弘 君 16 番 川峯 正美 君 

 17 番 川﨑眞志男 君 18 番 森岡 一正 君 

 19 番 松本カヅエ 君 20 番 橋本 正寛 君 

 21 番 宮﨑 義一 君 22 番 森下 雅成 君 

 23 番 滝下清三郎 君 24 番 山田 勝彦 君 

 25 番 前田 達也 君 26 番 柴田 眞一 君 

 27 番 山本 隆久 君 28 番 松岡 健吾 君 

 29 番 小堀田幸一 君 30 番 小川 浩治 君 

 31 番 松原 髙弘 君 32 番  君 

 33 番 戸谷 泰典 君 34 番 倉田 喜一 君 

 35 番 池田 裕之 君 36 番 梅田 良二 君 

 37 番 平岡 秀樹 君 38 番 本田 実 君 

2、総会に欠席した委員は、次のとおりである。（2名） 

  8 番 中村三千人 君 32 番 松川 兼光 君 

3、総会に出席した職員は、次のとおりである。（9名） 

   事務局長  森内 健二   局長補佐  中村 政一    

主  幹  山下 美代   参  事  藤崎 眞二    

主  幹  溝口 浩二   参  事  池﨑 朋子 

主  任  坂井 彰司   主  査  山口 悟子 

主  査  寺澤 大介 
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4、議事日程 

 開 会 

日程第 1  仮議席の指定について 

日程第 2  会長の選出について 

日程第 3  会長職務代理者の選出について 

日程第 4  議席の決定について 

日程第 5  議事録署名委員の指名について 

日程第 6 議第48号 天草市農業委員会担当地区の決定について 

日程第 7 議第49号 天草市農業委員会運営協議会規定の一部改正について 

閉 会 
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開 議 午後 2時 00 分  

○事務局（森内健二君） ただいまから平成 24年天草市農業委員会第 10 回総会を開催致し

ます。 

  臨時議長が選出されますまでの間、議事進行は事務局で務めさせていただきます。私は

事務局長の森内と申します。よろしくお願い致します。 

  それでははじめに、安田市長にご挨拶をお願い致します。 

○市長（安田公寛君） 本日、天草市農業委員会の一般選挙後、初の総会が開催されるにあ

たり、一言ご挨拶を申し上げます。 

  先ずは、この度就任されました農業委員の皆様に対し、心からお祝いを申し上げたいと

存じます。おめでとうございます。 

  また皆様には、かねてより天草地域農業の振興と発展に格別のご理解とご協力を賜り、

深く感謝を申し上げます。 

 さて、現在農業をとりまく状況は農業従事者の高齢化や後継者不足、耕作放棄地の拡大等

多くの課題を抱えております。これらの課題は、農業の振興を図る上で大変重要な問題で

ございまして、特に後継者の確保と育成は、喫緊の課題となっております。後継者を確保

し、農業の活性化を推進するためには農業を魅力的な産業として発展させ、農家所得の向

上と経営の安定を図っていく必要がございます。 

 市としましても、天草の基幹産業であります第 1次産業を魅力的な産業として育て、第 2

次産業や第 3次産業との融合による天草型の 6次産業の推進を図るとともに、農林水産物

の販路拡大やブランド化を図るため、都市部での農林水産物フェアーの開催など、産業の

振興と雇用の創出を総合的に推進して参りたいと思っております。 

 また、今年度から集落や地域での話し合いによる人・農地プランの策定に地域での農業構

造改革を進める気運も高まっております。すばらしい農業経営体の確保と農地の利用集積

など地域や集落が抱える人と農地の問題を解決するため、徹底した話し合いを出発点にし

て今後の農業の方向性を決定していくものですので、皆様におかれましては、これまで積

み上げたノウハウを基に、地域における「人・農地プラン」の作成に向けて、積極的にご

貢献していただくことをご期待申し上げます。 

 これから 3年間、農業委員の皆様には農業生産の基盤である農地を確保し、その有効利用

が図られますよう、また、地域農業者の代表として天草市農業の発展のために、ご活躍さ

れることを心からお願い申し上げる次第でございます。天草市農業委員会の新しい出発式

にあたり、本日の総会が意義あるものになりますよう、また、委員各位のご健勝をご祈念

申し上げまして、簡単ではございますが、ご挨拶とさせていただきます。本日の総会、誠
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におめでとうございます。 

○事務局（森内健二君） ありがとうございました。今回の総会は、改選後の初の総会であ

りますので、委員の皆様に簡単で結構ですので自己紹介をお願いいたします。それでは池

田委員から順次お願い致します。 

○35 番（池田裕之君） こんにちは、私は農業共済組合からの団体推薦でございます。どう

ぞよろしくお願い致します。出身地は河浦町でございます。 

○2番（稲田秀敏君） こんにちは。第 4選挙区、倉岳出身の稲田です。3 期目に入ります。

一生懸命がんばる所存でございます。よろしくお願いします。 

○36 番（梅田良二君） 二浦町の梅田です。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○11 番（浦上廣幸君） 有明の浦上と申します。今回で 2期目になります。どうぞよろしく

お願い致します。 

○10 番（江良邦勝君） 牛深・久玉の江良でございます。どうぞよろしくお願いします。 

○30 番（小川浩治君） 河浦町の小川です。よろしくお願い申し上げます。 

○4番（川口直君） こんにちは。新和町の川口です。よろしくお願い申し上げます。 

○17 番（川﨑眞志男君） こんにちは。小宮地地区の川﨑です。どうぞよろしくお願いしま

す。 

○3番（川原昭雄君） 選挙区は第 6でございます。天草町の川原昭雄でございます。よろ

しくお願いします。 

○16 番（川峯正美君） こんにちは。選挙区は第 1選挙区、宮地岳と枦宇土の一部を担当致

します。川峯です。よろしくお願いします。 

○34 番（倉田喜一君） こんにちは。第 1 選挙区の旧本渡市出身の倉田喜一でございます。

よろしくお願いします。 

○29 番（小堀田幸一君） 選挙区は第 6選挙区の天草町の小堀田といいます。よろしくお願

いします。 

○9番（小松信男君） 河浦町の小松です。よろしくお願いします。 

○7番（佐々木碩哉君） 五和町出身の佐々木です。よろしくお願いします。 

○13 番（佐藤駿二君） 佐伊津町の佐藤です。よろしくお願いします。 

○26 番（柴田眞一君） 倉岳町の柴田と申します。よろしくお願いします。 

○23 番（滝下清三郎君） 深海町出身の滝下です。よろしくお願いします。 

○5番（武内正俊君） 河浦町の武内です。1年目です。よろしくお願いします。 

○1番（鶴田雄士君） こんにちは。第 1選挙区の鶴田でございます。本渡南地区担当にな

ります。よろしくお願いします。 
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○33 番（戸谷泰典君） 牛深町の戸谷です。よろしくお願いします。 

○20 番（橋本正寛君） 河浦町出身の橋本でございます。よろしくお願いします。 

○37 番（平岡秀樹君） こんにちは。御所浦町の平岡です。よろしくお願いします。 

○14 番（福本富人君） 魚貫町の福本です。よろしくお願いします。 

○38 番（本田実君） 有明町の新人の本田実でございます。よろしくお願いします。 

○25 番（前田達也君） 栖本町の前田です。よろしくお願いします。 

○28 番（松岡健吾君） 第 1選挙区の松岡です。志柿と下浦を担当します。よろしくお願い

します。 

○31 番（松原髙弘君） 第 1選挙区の松原です。よろしくお願いします。 

○19 番（松本カヅエ君） こんにちは。本渡五和農協の団体推薦です。前の農業委員会では

紅一点でしたので、今度は女性委員が増えてほしいと期待していましたが、また今回も紅

一点でがんばりたいと思います。よろしくお願いします。 

○21 番（宮﨑義一君） こんにちは。栖本町の宮﨑です。よろしくお願いします。 

○18 番（森岡一正君） こんにちは。第 6選挙区の新和町の森岡一正です。よろしくお願い

します。 

○22 番（森下雅成君） こんにちは。第 1選挙区の楠浦町の森下です。新人です。よろしく

お願いします。 

○6番（森本文隆君） 五和町の森本です。よろしくお願いします。 

○15 番（山下和弘君） こんにちは。五和町の山下です。よろしくお願いします。 

○24 番（山田勝彦君） 有明町の山田です。新人です。よろしくお願いします。 

○27 番（山本隆久君） 五和町の山本隆久です。よろしくお願いします。 

○12 番（山本友保君） こんにちは。亀場町担当の山本でございます。よろしくお願いしま

す。 

○事務局（森内健二君） ありがとうございました。それでは、引き続き、事務局職員の紹

介を致します。私の左から、局長補佐の中村です。その隣が主幹の山下です。その隣が参

事の藤崎です。主査の寺澤です。有明支所参事の池﨑です。倉岳支所主幹の溝口です。天

草支所主任の坂井です。河浦支所主査の山口です。あと事務局に参事の吉田がいますが、

本日は窓口・電話当番をしております。牛深支所と御所浦支所の担当は所用のため欠席し

ております。よろしくお願いします。 

 ご報告致します。本日は、松川兼光委員と中村三千人委員から欠席の届けが出ております

が、過半数の委員が御出席でございます。 

 本日は改選後の初の総会でございますので、議事進行の都合により、ご出席委員の中で一
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番若い委員であります「小堀田委員」に臨時議長をお願いしたいと思いますが、よろしい

でしょうか。 

           （異議なしの声あり） 

○事務局（森内健二君） ご異議がありませんので、小堀田委員さん、議長席までお進みく

ださい。 

 ここで、市長は公務の都合により退席をされます。 

           （市長退席） 

○臨時議長（小堀田幸一君） ただいま、ご指名を受けました小堀田でございます。 

  臨時議長を務めさせていただきますので、皆様のご協力をよろしくお願い致します。 

 本日は定足数以上のご出席でありますので、これより議事に入ります。 

 

○臨時議長（小堀田幸一君） 日程第 1、仮議席の指定についてを議題と致します。 

  議事進行上、仮議席を指定致したいと思います。仮議席は、ただ今ご着席の議席とした

いと思います。これに、ご異議ありませんか。 

             （異議なしの声あり） 

○臨時議長（小堀田幸一君） 異議なしと認めます。よって、ただ今、ご着席の議席を仮議

席とすることに決定致しました。 

 

○臨時議長（小堀田幸一君） 日程第 2、会長の選出についてを議題と致します。 

 農業委員会等に関する法律の規定により、会長は各委員の互選により決定することになっ

ております。 

  まず、互選管理人を指名致します。互選管理人に農業委員会事務局長の森内健二さんを

指名したいと思います｡これにご異議ありませんか。 

           （異議なしの声あり） 

○臨時議長（小堀田幸一君） ご異議なしと認めます。よって、互選管理人は農業委員会事

務局長の森内健二さんに決定致しました。 これより選挙を行います。ただいまの出席委

員数は、36 人であります。投票用紙を配布願います。 

○3番（川原昭雄君） 会長の選出ということで、議題に掲げられておりますが、私共は第 1

選挙区から第 6選挙区まで区分が決定されておるわけでございます。ここで会長を急に決

めるというよりも、各選挙区毎に話し合いをしまして、そして各選挙区の代表を決めて、

その中から決めた方がよかかなと思うわけでございますが、いかがなものでしょうか。 

○臨時議長（小堀田幸一君） ただいま、川原委員から意見がありましたけれども、何か質
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疑はありませんか。 

○互選管理人（森内健二君） ただいまの提案についてですけれど、会長の選出は委員さん

による互選、または、指名推薦によることとなっております。 

○2番（稲田秀敏君） 倉岳の稲田です。私としましては、推薦人を挙げてから決めるのが

いいと思います。 

○3番（川原昭雄君） 私の提案の趣旨は、現在、各選挙区毎にだれが出るのかわからない

ので、各選挙区毎に第 1区から 6区まで全て。上辺だけではいかんとです。責任を持って

農業委員会の代表する人を誰にしますのかということで、選挙区毎に委員の皆様が寄って

話し合いをしてその人が選出人となるわけです。それをしていただいたらというご提案で

ございます。 

○臨時議長（小堀田幸一君） 話し合いはできませんので、投票による、、、 

○17 番（川﨑眞志男君） ちょっといいですか。だれが議長として選出するべきか選挙区で

話されると何人か出てこられるわけですよね。出られる方はここで立候補者が演説をして

いただければ、どなたに投票するべきかを判断できると僕は思います。 

○3番（川原昭雄君） 民主的に会長を選出していこうと思います。 

○33 番（戸谷泰典君） 戸谷ですが、いろんな意見が出ておりますけれど、皆さん総会出席

にあたりある程度会長選出素案をお持ちでないかと思います。互選で選出するわけですか

ら投票をするのが手っ取り早いと思います。 

○臨時議長（小堀田幸一君） 色々なご意見が出ていますけれど、本件につきましては、農

業委員の互選により選出します。 

 事務局、投票用紙を配布してください。 

             （投票用紙配布） 

○臨時議長（小堀田幸一君） 投票箱を改めさせます。 

             （投票箱点検） 

○臨時議長（小堀田幸一君） 念のため申し上げます。投票は単記無記名でありますので、

お間違いのないようお願い致します。 

 なお、投票される場合は、被選挙人の氏名をはっきり記載願います。 

 それでは、順次投票をお願いします。 

             （投票） 

○臨時議長（小堀田幸一君） 投票漏れはありませんか。 

             （投票漏れなしの声あり） 

○臨時議長（小堀田幸一君） ただいまをもって、投票は終了致しました。 
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  開票を行います。立会人は池田裕之委員、山本友保委員にお願いしたいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

             （異議なしの声あり） 

○臨時議長（小堀田幸一君） ご異議がありませんので、両委員を立会人とすることに決定

致しました。両委員の立ち会いをお願いします。 

             （開票及び集計） 

○臨時議長（小堀田幸一君） 選挙の結果を報告致します。 

 投票総数 36 票、これは先ほどの出席委員数に符合致しております。そのうち、有効投票

36 票、無効投票 0票。 

  有効投票中、鶴田雄士委員 29票、川原昭雄委員 3票、滝下清三郎委員 1票、山本友保委

員 1票、森岡一正委員 1票、川﨑眞志男委員 1票、以上のとおりであります。 

 よって、鶴田雄士委員が会長に当選されました。 

 鶴田委員には、本席から当選の告知を致します。 

  会長が選出されましたので、臨時議長の職務を無事に終了することができました。皆さ

ま方のご協力を感謝申し上げます。ありがとうございました。 

  鶴田雄士会長、議長席にお願い致します。 

○議長（鶴田雄士君） ただいま、選任いただいた鶴田でございます。委員皆様方の協力が

なからんば、なかなか上手く農業委員会を運営していけませんので、なにとぞよろしくお

願いします。特に、国と県で勧めております「人・農地プラン」につきましては、農業委

員さん方がそれぞれリーダーになって、5年後 10 年後の市の農業を請け負うということで

勧めていただきたいと、勧めていくのが私たちの使命と思っておりますので、よろしくお

願いします。 

  

○議長（鶴田雄士君） それでは会議を続けます。日程第 3、会長職務代理者の選出につい

て、を議題と致します。 

  農業委員会等に関する法律の規定で、会長職務代理者は各委員の互選により決定するこ

ととなっております。 

  まず、互選管理人を指名致します。互選管理人に農業委員会事務局長の森内健二さんを

指名したいと思います｡これにご異議ありませんか。 

          （異議なしの声あり） 

○議長（鶴田雄士君） ご異議なしと認めます。よって互選管理人は事務局長の森内健二さ

んに決定致しました。これより選挙を行います。 
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  ただいまの出席委員数は 36 人であります。投票用紙を配布願います。 

          （投票用紙配布） 

○議長（鶴田雄士君） 投票箱を改めさせます。 

          （投票箱点検） 

○議長（鶴田雄士君） 念のため申し上げます。投票は単記無記名でありますので、お間違

いのないようお願い致します。なお、投票される場合は、被選挙人の氏名をはっきり記載

願います。 

 それでは、順次投票をお願いします。 

          （投票） 

○議長（鶴田雄士君） 投票漏れはありませんか。 

          （投票漏れなしの声あり） 

○議長（鶴田雄士君） ただいまをもって、投票は終了致しました。 

  開票を行います。立会人は 2番、稲田秀敏委員、37番、山本隆久委員にお願いしたいと

思います。これにご異議ありませんか。 

          （異議なしの声あり） 

○議長（鶴田雄士君） ご異議がありませんので、両委員を立会人とすることに決定致しま

した。両委員の立ち会いをお願いします。 

          （開票及び集計） 

○議長（鶴田雄士君） 選挙の結果を報告致します。 

 投票総数 36 票、これは先ほどの出席委員数に符合致しております。そのうち、有効投票

34 票、無効投票 2票。 

  有効投票中、稲田秀敏委員 25票、森岡一正委員 3票、川原昭雄委員 2票、滝下清三郎委

員 1票、山本隆久委員 1票、川﨑眞志男委員 1票、小松信男委員 1票、以上のとおりであ

ります。 

 よって、稲田秀敏委員が会長職務代理者に当選されました。 

 稲田委員には、本席から当選の告知を致します。 

  それでは、職務代理者席に、ご着席をお願い致します。ここで、会長職務代理者のご挨

拶がございます。 

○会長職務代理者（稲田秀敏君） ただいま、選任いただいた稲田でございます。皆様方の

温かいご支援とご協力をお願い致しまして、一生懸命がんばる所存でございますので、ど

うぞよろしくお願いします。 
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○議長（鶴田雄士君） 日程第 4、議席の指定についてを議題と致します。本件については、

会長を 1番、会長職務代理者を 2番とし、各委員の議席については、総会会議規則の規定

により、くじで定めたいと思います。これにご異議ありませんか。 

          （異議なしの声あり） 

○議長（鶴田雄士君） ご異議がありませんので、議席は、会長を 1番、会長職務代理者を

2番とし、他の委員の議席については、くじで定めることに決定致しました。事務局職員

がクジを持参致しますので、よろしくお願い致します。 

          （くじ引き） 

○議長（鶴田雄士君） 議席に番号札を配置しておりますので、その中から名札のみを持っ

て、それぞれの議席へご移動をお願い致します。 

          （席移動） 

○議長（鶴田雄士君） お諮り致します。各委員の議席は、ただいまご着席の議席としたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

          （異議なしの声あり） 

○議長（鶴田雄士君） ご異議がありませんので、各委員の議席は、ただいまご着席の議席

に決定致しました。 

 

○議長（鶴田雄士君） 日程第 5、議事録署名委員の指名についてを議題と致します。 

  議事録署名委員については、3番川原委員、4番川口委員を指名したいと思います。これ

にご異議ありませんか。 

          （異議なしの声あり） 

○議長（鶴田雄士君） ご異議がありませんので、議事録署名者は 3番川原委員、4番川口

委員に決定致しました。 

 

○議長（鶴田雄士君） 日程第 6、議第 48 号、農業委員担当地区の決定についてを議題と致

します。事務局から説明をお願い致します。 

○事務局（中村政一君） 農業委員担当地区について説明致します。9ページをご覧いただ

けますでしょうか。 

  農業者あるいは各地域の代表として選任された委員の皆様方には、毎月の総会での審議

案件や相談業務に対応していただくため、担当地区を設定しています。各地域代表という

性格上、第 1区から第 6区までの選挙区毎に、各委員さんの住所地等を勘案いたしまして

担当地区をご提案しています。 
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  なお、農業団体推薦の委員さん方は、各団体の活動範囲から選出されたといえますし、

各農業団体との連絡調整等が主な業務内容となりますので、担当地区は設けておりません。 

  ご審議をお願いいたします。  以上です。 

○議長（鶴田雄士君） ここで協議のため暫時休憩します。結果については事務局にご報告

をお願いします。 

          （休憩） 

○議長（鶴田雄士君） 再開致します。協議頂いた結果について事務局より報告させます。 

○事務局（中村政一君） 第 1選挙区は提案のとおり、第 2選挙区も提案のとおり、第 3選

挙区は本田委員の担当地区に「下津浦の一部」を追加、浦上委員の担当地区が「下津浦」

から「下津浦の一部」へ変更。第 4選挙区は提案のとおり、第 5選挙区は山本委員の担当

地区から「鬼池」を削除し、森本委員の担当地区へ「鬼池」を追加。第 6選挙区は小堀田

委員の担当地区に「大江向を除く」と追加。以上です。 

○議長（鶴田雄士君） 本件について、質疑はありませんか。 

          （質疑なしの声あり） 

○議長（鶴田雄士君） 質疑がなければ、お諮り致します。 

 本件について、原案のとおり、可決することにご異議ありませんか。 

          （異議なしの声あり） 

○議長（鶴田雄士君） ご異議がありませんので、本件は原案のとおり可決致しました。 

 

○議長（鶴田雄士君） 日程第 7、議第 49 号、農業委員会運営協議会規程の一部改正につい

てを議題と致します。 

  事務局から説明をお願いします。 

○事務局（中村政一君） 天草市農業委員会運営協議会規程の一部改正について説明致しま

す。 

  運営協議会は、会長として、いろいろな事案、連絡事項、或いは諸問題等に対する相談

ができる組織があることにより、円滑な農業委員会の運営ができるのではないかというこ

とで平成 18 年度から設置されています。 

  本件は、天草市農業委員会の選挙による委員の選挙区定数条例が本年 6月に改正された

ことに伴い、運営協議会規程の一部を改正するものです。 

  主な改正内容は第 3条に規定する委員構成を改め、委員総数を 8 人から 10 人に、また、

任期を 1年から 3年に、改正するものです。 

  12 ページの新旧対照表でご説明致しますと、選挙による委員の構成が以前の農地部会の
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区分になっていたものを本年改正された選挙区の区分に改めたものです。また、任期につ

きましては、農業委員としての任期 3年に合わせて改めたものです。13ページに、参考資

料として改正前の規程を付けています。 

  以上、説明を終わります。よろしくお願い致します。 

○議長（鶴田雄士君） ただ今説明のとおり、運営委員の選出方法についての改正でござい

ますが、ご異議ありませんか。 

          （異議なしの声あり） 

○議長（鶴田雄士君） ご異議がありませんので、原案のとおり可決致しました。 

 

以上で、本日の議事は全て終了致しました。 

 これをもちまして、天草市農業委員会第 10 回総会を閉会致します。 

 

             午後 3時 20 分      閉 会 
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