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1. 開催日時    令和 3年 2月 12 日(金)  午後 2時 00 分から午後 2時 35 分 

2. 開催場所    つがる市役所 3 階会議室 

3. 出席委員数   36 人中､31 人出席 

 

4. 出席委員名 

1.田戸岡 誠  2.古坂 勇樹  3.太田 善造  4.三橋 衛    5.工藤 育江 

6.野宮富喜子  7.笠井 正己  9.吉田 秀美 10.菊池 昭二  11.葛西 勝久 

12.秋田谷廣次  13.工藤しのぶ  14.成田 金春  15.杉森 広宣  16.今    輝義 

17.鎌田   誠  18.福井 清光  20.三橋 弘   21.斉藤 鉄男  22.成田 清繁 

23.長谷川一幸  24.工藤 恒實  27.藤本 正彦  28.工藤 正樹  29.稲葉 武彦 

30.福井二三夫  31.工藤 宰    32.横山 治彦  33.山本 康樹  35.羽場 晃 

36.浅見 春樹   計 31 人 

 

5. 欠席委員名  8.新岡 亮、19.盛 行春、25.長谷川 秀樹、26.小山内 壽 34.神 文敏 

    計 5 人 

6. 農業委員会辞令交付式 

 

7. 開会 

 

8.招集者挨拶 つがる市長 福島弘芳 

 

9.臨時議長の指名 

 

10. 議事日程 

第 1 仮議席の指定 

第 2 会長の互選 

第 3 議席の指定 

第 4 議事録署名委員の指名 

第 6 会期の決定 

第 7 会長職務代理者の互選 

第 8 諸般の報告 

 

11. 職務のため出席した職員の職氏名 

  （経済部農林水産課） 

   部長 白戸 登  課長 工藤 睦郎  課長補佐 成田 晋 

（農業委員会事務局） 

事務局長 吉田 真也  次 長 佐藤 公俊  農政係長 工藤 正輝 

副参事兼農地係長 高橋美香子  計 7 人 
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12. 会議の概要 

経済部長（白戸登） 

経済部長の白戸です。ただ今より、つがる市農業委員会委員辞令交付式を執り行いま

す。本来であれば、市長から委員の皆様方に辞令を交付するところでございますが、新

型コロナウイルス感染症拡大予防対策のため事前に皆様のお手元に配布しておりますの

で、これにより交付とさせていただきます。 

なお、委員の皆様を私からご紹介させていただきますので、お名前を呼ばれた方はそ

の場でご起立くださるようお願いします。 

①田戸岡誠様、②古坂勇樹様、③太田善造様、④三橋衛様、⑤工藤育江様、 ⑥野宮富

喜子様、 ⑦笠井正己様、⑨吉田秀美様、 ⑩菊池昭二様、 ⑪葛西勝久様、⑫秋田谷廣次

様、⑬工藤しのぶ様、 ⑭成田金春様、⑮杉森広宣様、⑯今輝義様、⑰鎌田誠様、⑱福井 

清光様、 ⑳三橋弘様、㉑斉藤鉄男様、㉒成田清繁様、 ㉓長谷川一幸様、㉔工藤恒實様、 

㉗藤本正彦様、㉘工藤正樹様、㉙稲葉武彦様、㉚福井二三夫様、㉛工藤宰様、㉜横山治

彦様、㉝山本康樹様、㉟羽場晃様、㊱浅見春樹様、以上３１名。 

  なお、本日欠席されております⑧新岡亮様、⑲盛行春様、㉕長谷川秀樹様、㉖小山内

壽様、㉞神文敏様の５名、合計で３６名の委員でございます。任期は、令和３年２月１

１日から令和６年２月１０日までの３年間となっておりますので、よろしくお願いいた

します。以上をもちまして辞令交付式を終わります。 

続きましては、令和３年第３回つがる市農業委員会総会を開催します。総会にあたって

は、「農業委員会等に関する法律」第２７条第１項の規定により、委員の任期満了による任

命後の後、最初に行われる総会は、市長が招集することになっております。それでは、こ

こで市長の福島弘芳より挨拶を申し上げます。 

 

（福島市長挨拶） 

 本日はお忙しい中、ご出席いただき誠にありがとうございます。また、農業委員の皆

様には日頃より農業行政はもとより、市制全般にわたり、ご支援とご協力を賜っており

ますことに、厚くお礼申し上げます。 

さて、この度の農業委員には新たな４名を加えた３６名の皆様が選出され、先般の１

２月定例会において議会の同意を得たところであります。 

農業委員の職務は、農業者からの相談対応や助言指導、土地利用の促進や耕作放棄地

の解消等、農業振興の向上を図る大事な役割を担うものであります。皆様は地域におい

て人望もあり世話役としても活躍できる方々でございますので、農業者の信頼と期待に

応え、農業者の代表として責務を果たしていただきたいと思います。コロナ禍

か

での活動

は大変なことだとは思いますが、３年間の任期の中で積極的な取り組みをされますこと

を期待いたします。 

最後になりますが、つがる市農業委員会の益々のご発展と委員の皆様のご健勝を祈念

申し上げ、挨拶とさせていただきます。 

 

経済部長（白戸登） 

 ありがとうございました。ここで市長は次の公務がありますので退席させていただき

ますことをご了承願います。 

（市長退席する） 
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経済部長（白戸登） 

続いて、組織会に入るわけですが、進行担当を農業委員会事務局と交代させていただ

きますので我々も退席させていただきます。本日はご多忙の中ご参集くださいましてあ

りがとうございました。 

 

（経済部農林水産課退席する） 

 

事務局長（吉田真也） 

農業委員会事務局の吉田と申します。組織会の準備をいたしますので、少々お待ちい

ただくようお願いいたします。 

それでは、進行させていただきます。最初に臨時議長の指名に入らせていただきます。 

地方自治法第１０７条の規定に準じ、議長の職務を行う者がないときは、年長の委員が

臨時に議長の職務を行うこととされております。よって、本日、出席されている委員の

中で、成田清繁委員が年長の委員でございますので、臨時の議長をお願いしたいと思い

ます。成田清繁委員、臨時議長席に移動をお願いいたします。 

 

（成田清繁委員、臨時議長席につく） 

 

臨時議長（成田清繁委員） 

ただいま、指名されました成田です。会長が選任されるまで、暫時の間、臨時議長の

職務を務めさせていただきます。なにぶん、不慣れでありますので、皆様方のご協力を

よろしくお願い致します。 

 

臨時議長（成田清繁委員） 

  ただいまの出席委員数は、３６名中３１名です。定足数に達しておりますので、本日

の会議は成立致します。書記には、事務局職員を指名いたします。 

それでは、議事日程第１、仮議席の指定を行います。議事の進行上、委員の皆様が現

在着席されている席を仮議席にしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声があり） 

 

臨時議長（成田清繁委員） 

ご異議なしと認めます。仮議席は、ただいま着席の議席と決定致します。 

次に、議事日程第２、会長の互選を行います。お諮り致します。互選の方法について、

指名推薦又は投票のいずれがよいかお諮り致します。 

 

（指名推選の声があり） 

 

臨時議長（成田清繁委員） 

  指名推選の意見がありましたが、これにご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声あり）  
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臨時議長（成田清繁委員） 

  ご異議なしと認めます。互選の方法は指名推選で行います。お諮り致します。被指名

人をもって当選人と定めたいと思います。これにご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声があり） 

 

臨時議長（成田清繁委員） 

  ご異議なしと認めます。よって、被指名人をもって当選人と決定致します。それでは、

指名推選をお願いします。 

 

（「山本康樹委員を推選致します」の声があり） 

 

臨時議長（成田清繁委員） 

ただいま、山本康樹委員が会長に指名推選されました。これにご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声があり） 

   

臨時議長（成田清繁委員） 

  ご異議なしと認めます。よって、山本康樹委員が会長に当選されました。 

  ただいま、会長に当選されました山本康樹委員がこの場におられますので、本席から

当選の告知をします。会長に当選された山本康樹委員、当選承諾のご挨拶をお願いしま

す。 

 

会長（山本康樹委員） 

  ただいま、会長に推薦していただいた山本です。コロナ禍の中、さまざまな制約を受

けると思いますが、精一杯頑張らせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

臨時議長（成田清繁委員） 

  それでは、つがる市農業委員会会議規則第５条の規定により、山本会長に議長をお願

いします。議長席にお着き願います。これで私の臨時議長の職務は全部終了しました。 

ご協力ありがとうございました。 

 

（成田清繁委員、臨時議長席から退席） 

 

（山本康樹会長、議長席につく） 

 

議長（山本康樹会長） 

それでは、議事日程第３、議席の指定を行います。議席は、ただいま着席の議席にし

たいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声あり） 
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議長（山本康樹会長） 

ご異議なしと認めます。議席は、ただいま着席の議席と決定致します。 

次に議事日程第４、議事録署名委員の選任を行います。お諮り致します。選任方法に

ついては、議長において指名することにご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声があり） 

 

議長（山本康樹会長） 

ご異議なしと認めます。議事録署名委員は、１番田戸岡誠委員、２番古坂勇樹委員の

両名を指名いたします。 

  次に議事日程第５、「会期の決定」についてお諮りします。本総会の会期は、本日１日

とすることにご異議ございませんか。 

   

（異議なしの声があり） 

 

議長（山本康樹会長） 

  ご異議なしと認めます。よって、本総会の会期は、本日１日とすることに決定致しま

した。次に議事日程第６、会長職務代理者の互選を行います。お諮り致します。 

互選の方法について、指名推薦又は投票のいずれがよいかお諮り致します。 

 

（指名推選の声があり） 

 

議長（山本康樹会長） 

  指名推選の意見がありましたが、これにご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声あり）  

 

議長（山本康樹会長） 

ご異議なしと認めます。互選の方法は、指名推選で行います。お諮り致します。被指

名人をもって当選人と定めたいと思います。これにご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声があり） 

 

議長（山本康樹会長） 

  ご異議なしと認めます。よって、被指名人をもって当選人と決定致します。それでは、

指名推選をお願いします。 

 

（「藤本正彦委員を推選致します」の声があり） 

 

議長（山本康樹会長） 

  ただいま、藤本正彦委員が会長職務代理者に指名推選されました。これにご異議ござ

いませんか。 
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（異議なしの声があり） 

 

議長（山本康樹会長） 

ご異議なしと認めます。よって、藤本正彦委員が会長職務代理者に当選されました。

ただいま、会長職務代理者に当選されました藤本正彦委員がこの場におられますので、 

本席から当選の告知をします。会長職務代理者に当選された藤本正彦委員、当選承諾の

ご挨拶をお願いします。 

 

会長職務代理者（藤本正彦委員） 

   ただいま、会長職務代理者に推薦されました藤本でございます。新型コロナウイル

ス感染症拡大防止のため様々なイベントが自粛され、皆様におかれましては精神的に

まいっているかと思います。 

   しかし、感染予防を講じたうえで本日から会長職務代理者として山本会長を助け、

つがる市の農業発展のために貢献したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

議長（山本康樹会長） 

 以上で本日の議事日程は、全て終了しました。次に、事務局から報告がございます。 

 

（吉田事務局説明） 

１．次期総会日程（案）について                      

１）日 時  令和３年３月３日(水) 午後２時００分より 

場 所  つがる市役所 ３階会議室 

     

２）日 時  令和３年４月９日(水) 午後２時００分より 

場 所  旧制木造中学校講堂（松の館隣） 

                

２．事務連絡 

        

（佐藤次長） 

１）つがる市農業委員会申し合わせ事項について 

 

議長（山本康樹会長） 

以上で令和３年第３回つがる市農業委員会総会を閉会致します。 

（午後２時３５分） 

 
 


