
  

 

 

 

 

農業委員会組織総会議事録 
 

 

 

平成２６年１２月２５日（木） 

 

射水市役所小杉庁舎303,304号室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

射 水 市 農 業 委 員 会 

 



  

─ 議 事 日 程 ─ 

１ 市長あいさつ 

２ 来賓祝辞 

３ 委員紹介 

４ 臨時議長選出 

 

─ 本日の会議に付した事件 ─ 

 

日程第１ 射水市農業委員会長の選出 

日程第２ 議席の指定 

日程第３ 会期の決定 

日程第４ 議事録署名委員の指名 

日程第５ 会長職務代理者の選出 

日程第６ 射水市農業委員会運営委員の選出 

日程第７ 富山県農業会議会議員の選出 

日程第８ その他 

 

 委員の定数  ２５名 

委員の現在数  ２５名 

 

出 席 委 員（２５人） 

    １番  若林 俊明         ２番  横山  實 

３番  森田 啓介     ４番  松山 宗則 

       ５番  舟木 康眞       ６番  永森  薫  

       ７番  明石  茂     ８番  前田  進 

９番  土合 正夫    １０番  城石 美枝子       

１１番  山谷 孝芳    １２番  村上 利之 

１３番  前田 光春        １４番  熊西 忠治    

１５番  水元 睦雄     １６番  石庭 文男 

１７番  川西 喜一郎   １８番  山下 隆之 

１９番  杉本 周平    ２０番  堀  清範  

２１番  堀   正    ２２番  石井 寿男    

２３番  前花 敏子    ２４番  竹島 信義 

２５番  佐伯 瑞穂 

 

欠 席 委 員 

       なし 

 

事務のため出席した事務局職員 

     事務局長 明神  栄    庶務係長 堀 修二 

     主任   田中 良仁 

 



  

会議の概要 

開会時刻 午後２時００分 

 

明神事務局長 

     ただいまから平成２６年１２月射水市農業委員会組織総会を 

開会いたします。 

    はじめに、夏野市長があいさつを申し上げます。 

 

夏野市長  

     市長あいさつ 

 

明神事務局長 

     続きまして、本日ご出席いただきましたご来賓の皆様を代表して射

水市議会議長 堀 義治 様からご祝辞を頂戴いたしたいと思います。 

 

堀市議会議長  

     祝辞 

 

明神事務局長 

     どうも、ありがとうございました。 

     ここで、本日、お忙しい中ご臨席を賜りましたご来賓の皆様をご紹

介いたします。 

      

・射水市議会議長 堀 義治 様 

 

 ・いみず野農業協同組合 代表理事組合長 水元睦雄 様  

代理 営農指導課長 北林 勝実 様 

     

・射水平野土地改良区 理事長 吉野 勉 様  

代理 参事 安田 克則 様 

 

     以上で来賓の皆様のご紹介を終わります。 

 

明神事務局長 

     続きまして、委員の紹介に入りたいと思います。 

     自己紹介とさせていただきますので、仮議席１番の方から順にお願

いいたします。 

 

各委員より自己紹介 

 

明神事務局長 

     ありがとうございました。 



  

     ひきつづき、関係部局である産業経済部の職員を紹介いたします。 

     はじめに、河原産業経済部長でございます。 

     続いて、岡田農林水産課長でございます。 

 

     次に、農業委員会事務局職員を紹介します。 

     堀庶務係長でございます。 

     次に、田中主任でございます。 

 

     最後に、産業経済部次長で農業委員会事務局長を兼務しております

私明神と申します。よろしくお願いいたします。 

 

     以上でご紹介を終わらせていただきます。 

 

明神事務局長 

     ここで、本日お忙しい中ご臨席を賜りましたご来賓の皆様、そして

市長は退席させていただきます。 

本日はどうもありがとうございました。 

 

     委員の皆様には、ひきつづき臨時議長の選出を行いますので、準備

が整うまで、しばらくそのままお待ちください。 
 

－ 臨時議長選出 － 

 

明神事務局長 

     本日は最初の総会でありますので、会長が選出されるまでの間、 

議事進行にあたり議長を定めたいと思います。 

     つきましては、地方自治法第１０７条の規定を準用し、年長委員で

ある佐伯委員に臨時議長をお願いいたします。 

     佐伯委員議長席へお願いいたします。 

 

（臨時議長着席） 

 

臨時議長（佐伯委員） 

     ただ今事務局より紹介のありました、佐伯であります。 

     臨時に議長の職務を行いますが、委員各位のご協力をお願いします。 

 

臨時議長（佐伯委員） 

     それでは、議事日程に従い、会議を進めさせていただきます。 

     なお、本会議は出席委員が定足数に達しておりますので、本総会が 

    成立することをご報告申し上げます。 

     これより、本日の会議を開き、ただちに日程に入ります。 

     最初に議事進行上、仮議席を指定します。仮議席は、ただ今ご着席



  

の議席を指定します。 

 

― 会長の選出 ― 

 

臨時議長（佐伯委員） 

     これより日程第１ 会長の選出を行います。 

     お諮りいたします。選出の方法は、投票、指名推薦等の方法があり 

    ますが、いずれの方法にしたらよろしいでしょうか。 

 

(委員からの意見なし) 

 

臨時議長（佐伯委員） 

     各委員から意見が出ませんので、議長から提案いたしますが、各地

区から選考委員１名を選出して、選考委員会を開き、選考してもらう

というのはどうですか。 

 

「異議なし」の声起こる 

 

臨時議長（佐伯委員） 

     異議なしと認めます。 

選考委員会で会長を選考することといたします。 

     各地区から１名の選考委員を選出し、報告願います。 

     暫時、休憩いたします。 

 

（休憩、選考委員を選出） 

 

臨時議長（佐伯委員） 

     休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

     各地区の選考委員は 

     新湊地区は、１６番 石庭委員、小杉地区は、１１番 山谷委員 

     大門地区は、２２番 石井委員、大島地区は、 ２番 横山委員 

     下地区は、  １４番 熊西委員 の５名です。 

 

     それでは、選考委員の方は別室で、選考をお願いします。 

     暫時休憩いたします。 

 

（休憩、選考委員は別室で協議） 

 

臨時議長（佐伯委員） 

     休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

     ２番 横山委員より選考結果の報告をお願いします。 

 



  

選考委員（横山委員） 

     会長の選出について協議しました５地区の選考委員を代表して、 

     ご報告いたします。 

     会長に５番 舟木委員を推薦いたします。 

 

臨時議長（佐伯委員） 

     ただ今、選考委員の横山委員から、選考の結果について報告があり

ました。 

     お諮りいたします。 

     報告のとおり、農業委員会会長に５番 舟木委員を選出することに

ご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声起こる 

 

臨時議長（佐伯委員） 

     ご異議なしと認めます。 

     よって、農業委員会会長に5番 舟木委員が選出されました。 

 

     以上をもちまして、臨時議長の職務が終わりました。皆様のご協力

により無事務めを果たし得ましたことを、深く感謝申し上げます。 

     舟木委員、議長席にお着き願います。 

 

（臨時議長 自席に戻る・舟木会長が議長席に着席） 

 

議長（舟木会長） 

     あいさつ 

 

― 議席の指定 ― 

 

議長（舟木会長） 

     日程第２ 議席の指定についてを議題といたします。 

     議席につきましては、あらかじめ抽選により着席のとおり指定いた

したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声起こる 

 

議長（舟木会長） 

     異議が無いようでありますので、着席のとおり指定いたします。 

 

― 会期の決定 ― 

 

 



  

議長（舟木会長） 

     次に、日程第３ 会期の決定を議題としてお諮りいたします。 

     本臨時総会の会期は、１日とすることにご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声起こる 

 

議長（舟木会長） 

     ご異議なしと認めます。よって、会期は本日一日と決定いたしまし

た。 

 

― 議事録署名人の指名 ― 

 

議長（舟木会長） 

     次に、日程第４ 議事録署名委員の指名について を議題といたしま

す。 

     本臨時総会の議事録署名委員は、議長において、１番 若林委員、

２番 横山委員を指名いたします。 

 

― 会長職務代理者の選出 ― 

 

議長（舟木会長） 

     次に、日程第５、会長職務代理者の選出を行います。 

     お諮りします。 

     会長の選出と同様に選考委員会で選考していただきたいと思います

が、ご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声起こる 

 

議長（舟木会長） 

     ご異議なしと認めます。 

     それでは、選考委員の方は別室で、選考をお願いします。 

     ここで、暫時休憩いたします。 

 

(別室にて会長職務代理者の選出について打合せ） 

（休憩、選考委員は別室で協議） 

 

議長（舟木会長） 

     休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

     ２番 横山委員より選考結果の報告をお願いします。 

 

 

 



  

選考委員（横山委員） 

     職務代理者の選出について協議しました５地区の選考委員を代表 

    して、ご報告いたします。 

     会長職務代理者に８番 前田委員を推薦いたします。 

 

議長（舟木会長） 

     只今、選考委員の横山委員から、選考の結果について報告がありま

した。 

     お諮りいたします。報告のとおり、会長職務代理者に８番 前田委

員を選出することにご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声起こる 

 

議長（舟木会長） 

     ご異議なしと認めます。 

     ８番の前田委員を会長職務代理者として選出することに、決しまし

た。 

     前田委員、会長職務代理者席にお着きください。 

 

（会長職務代理席 に着席） 

 

議長（舟木会長） 

     会長職務代理者になられました 前田委員に就任のあいさつを 

    お願いいたします。 

 

前田会長職務代理者 

     あいさつ 

 

― 運営委員会委員の選出 ― 

 

議長（舟木会長） 

     次に、日程第６ 運営委員会委員の選出についてを議題といたしま

す。 

     運営委員は、これまでどおり各地区１名といたしたいと思います 

がご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声起こる 

 

議長（舟木会長） 

     異議なしと認めます。 

     それでは、各地区から１名の運営委員会委員候補を選び、報告願い

ます。 



  

     暫時、休憩いたします。 

 

（休憩、各地区に分かれ運営委員会委員候補を選出） 

 

議長（舟木会長） 

     休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

     各地区から選ばれた方は 

     新湊地区は、１６番 石庭委員、小杉地区は、１１番 山谷委員 

     大門地区は、２２番 石井委員、大島地区は、 ２番 横山委員 

     下地区は、  １４番 熊西委員 の５名です。 

     お諮りいたします。 

     ただ今、各地区から選ばれた５名を運営委員会委員に選出すること

に、ご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声起こる 

 

議長（舟木会長） 

     ご異議なしと認めます。 

     よって、運営委員会委員に１６番 石庭委員、１１番 石庭委員、

２２番 石井委員、２番 横山委員、１４番 熊西委員以上５名が 

選出されました。 

     なお、運営委員会は、会長、会長職務代理者及び今選出された運 

営委員で構成されることになっております。 

 

― 富山県農業会議会議員の選出 ― 

 

議長（舟木会長） 

     次に、日程第７ 富山県農業会議会議員の選出についてを議題とい

たします。 

富山県農業会議会議員につきましては、農業委員会等に関する法律

第４１条第２項第１号の規定により、会長もしくは委員の中から会長

が指名できることになっております。 

選出の方法について、ご意見はありませんか。 

 

               (委員からの意見なし)  

 

議長(舟木会長) 

     各委員から意見がでませんので、富山県農業会議会議員は会長が 

    兼務することにいたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声起こる  

 



  

議長(舟木会長) 

     異議なしと認めます。 

     それでは、富山県農業会議会議員については、会長であります私、

舟木とすることに決しました。 

 

― その他 事務局より報告事項 ― 

 

議長（舟木会長） 

     事務局、その他何かありますか。 

 

事務局 (堀) 

（農業委員会規程等・総会開催日程・全国農業新聞購読申込等説明） 

 

議長（舟木会長） 

     只今、事務局から説明がありましたが、なにか質問等ありませんか。 

 

(委員からの質疑なし) 

 

閉会の宣言 

 

議長（舟木会長） 

     以上をもちまして、本日の日程全部が終了いたしました。 

これをもちまして、平成２６年１２月農業委員会組織総会を閉会い

たします。 

 

閉会時刻 午後３時００分 

 

 

 

 議  長   舟木 康眞 

 

     

    署名委員   若林 俊明 

 

 

  署名委員   横山 實 

 

 

 


