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宇和島市農業委員会臨時総会議事録 
 

１．開催日時  平成２９年１１月 １日（水）午前９時０３分から１０時１０分 

２．開催場所  宇和島市役所 ２階大会議室 

３．出席委員  （４６名） 

会 長      ６番  小林 輝彦 

   会長職務代理者  １番   赤松 宣生 

    

農業委員          ２番  氏原 邦弘       ３番  大塚 武司 

４番  岡田 久史        ５番  河野 行雄 

７番  清家 茂      ８番  清家 多美雄  

９番  清家 行範    １０番  高木 常樹 

１１番  髙田 博明   １２番  武川 豊茂 

１３番  竹葉 邦政   １４番  玉木 邦英 

１５番  西田 正枝   １６番  濱田 金治 

１７番  平松 和男   １８番  福岡 正彦 

１９番  藤岡 功    ２０番    松本 高秋  

２１番  山口 一光   ２２番  山口 義幸 

２３番  山本 義広   ２４番  和田 恵子 

最適化推進委員 

１番  赤松 聡         ２番  井上 和久 

３番  小笠原 梅義      ４番    木村 繁一 

５番  清家 宏         ６番  瀧水 朝男 

７番  谷口 貴         ８番  永井 一洋 

９番  樋口 秀雄       １０番  兵頭 高広 

１１番    兵頭 三千雄     １２番    平山 源一郎 

１３番  廣見 正信       １４番  藤井 万一郎 

１５番  細川 一男       １６番  堀田 善春 

１７番  松下 雅子      １８番  丸山 哲史 

１９番  森岡 八重子     ２０番  安岡 賢司 

２１番  山口 兼史    ２２番  山本 一也 

２３番  吉見 一弥 

 

４．欠席委員（１名） 

           最適化推進委員 ２３番  吉見 一弥 

５．議事日程 

議事録署名委員の指名  

 

１番   赤松 宣生         ２番  氏原 邦弘 

 

議案第１号   会長の互選について 

議案第２号   議席の指定について 

議案第３号   会長職務代理の互選について 

議案第４号   運営委員会委員の選任について 

議案第５号   愛媛県農業会議普通会員について 
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６．農業委員会事務局職員 

事務局長     梶原 忠      次長兼管理係長      山本 喜朗  

農地係長          今西 愛典          専門員       境本 博佳 

主 任       吉本 徳和 

 

《梶原局長》 

 ご起立願います。一同礼。 

携帯電話をお持ちの方は、電源を切られるかマナーモードへの変更をお願いいたします。 

現在の出席人数は農業委員２４名、農地利用最適化推進委員２２名であります。定足数に

達しておりますので、只今より平成２９年１１月の臨時総会を開会いたします。 

改選後初めての総会でありますので市長招集となっております。 

岡原文彰宇和島市長が招集のご挨拶を申し上げます。 

 

７．会議の概要 

《笹山副市長》 

改めまして、おはようございます。私は副市長の笹山と申します。岡原市長が出張中のた

め岡原市長から挨拶を預かっております。代読をさせていただきます。 

いよいよ、本日の宇和島市農業委員会１１月臨時総会から新しい農業委員会の活動がス

タートする事になりました。平成２８年度の農業委員会法の改正によって、農業委員の選

出方法が、公選制から公募制となり、さらに農地利用の最適化推進が農業委員会の必須業

務に位置付けられ新たに農地利用最適化推進委員が全国の農業委員会に選出される事とな

りました。 

これからの宇和島市農業委員会は、２４名の農業委委員の皆様と２３名の農地利用最適

化推進委員の、合計４７名によって活動を進めていただく事となります。 

申すまでも無く、我々の地域は農業を始めとする第一次産業が経済の基幹をなす地域で

ございます。その基盤となる農地の利用促進を図ることは、この地域の農業経営者の円滑

な営農活動や経営の継承に資するばかりでなく優良農地の有効利用、すなわち地域資源の

高度活用であります。農業委員会には農地利用の集積、集約化、耕作放棄地の発生防止お

よび解消、新規参入者へのサポート等、目に見える実績が今まで以上に求められています。

第一次産業が元気にならなければ宇和島市は元気になりません。私も皆さんのご協力をい

ただきながらその振興を図って行きたいと思っております。 

 本日は、新体制移行後初めての総会という事で、これから会長の選出等、委員会の構成

が行われることになっております。活発な議論の結果よい方向性が出されて、スムーズな

決定がされる事をご期待申し上げる次第であります。 

 最後に、これからの３年間、宇和島市の基幹産業であります農業の振興のため、皆様方

に格別なるご尽力、ご協力いただきますことを心からお願い申し上げまして、召集のご挨
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拶とさせていただきます。平成２９年１１月１日宇和島市長 岡原文彰。代読。どうかよ

ろしくお願いします。 

 

《梶原局長》 

ありがとうございました。 

それでは改選後初めての総会という事でございますので、大変恐縮でございますけれども

各委員さんの自己紹介をお願いしたいと思います。 

今の席前列が農業委員さん、後列が推進委員さんという事で座っていただいております。

地域名とお名前を入れて赤松委員さんからお願いします。 

 

・・・・・・各委員自己紹介・・・・・・ 

《梶原局長》 

皆さんありがとうございました。続きまして、職員の紹介をいたします。 

 

           ・・・・・・  職員紹介  ・・・・・・ 

 

以上で職員の紹介を終了させていただきます。 

委員の皆様におかれましては、よろしくご指導賜りますようお願い申し上げます。 

それでは議長の選出についてですが、本日の総会は改選後初めての総会となります。農業

委員会会議規則第４条により、委員改選後、最初に行われる会議においては、年長の委員が

臨時に議長を行うとありますので、山口一光農業委員さんに臨時議長をお願いしたいと思い

ます。よろしくお願いをいたします。 

山口一光委員さん議長席にお移り下さい。 

 

           ・・・・・・ 山口委員移動  ・・・・・・ 

 

臨時議長が決まりましたので、笹山副市長におかれましては、この後、予定がありますの

でここで退席されます。 

 

           ・・・・・・  副市長退席  ・・・・・・ 

 

それでは山口一光委員の臨時議長によりまして議事を進めさせていただきます。 

農業委員会等に関する法律第２９条によりまして、推進委員さんは総会での議決権はあり

ません。総会に出席して報告を求められるほか、意見を述べることができる事となっており

ますので、よろしくお願いいたします。 
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《山口臨時議長》 

失礼します。議事を進めさせていただきます。ただいま指名を受けました山口でございま

す。皆様のご協力によりまして、議事がスムーズに進みますようお願いをいたします。 

臨時議長においての議事日程は、仮議席の指定及び会長の互選についてであります。 

まず、仮議席の指定を行います。仮議席は、只今ご着席の議席といたします。 

それでは議事に移ります。議案第１号会長の互選についてを議題といたします。 

事務局より説明をお願します。 

 

《梶原局長》 

議案第１号会長の互選につきましては、農業委員会等に関する法律第５条第２項によりま

して宇和島市農業委員会会長の互選について付議するものであります。以上です。 

 

《山口臨時議長》 

事務局より説明が終わりました。会長の選出は農業委員の投票、推薦で選ぶ事が適切であ

ると思います。 

異議がない場合は指名推薦とさせていただきます。 

どのような方法で互選をいたしましょうか。 

 

《高木委員》 

はい。 

 

《山口臨時議長》 

高木委員お願いします。 

 

《高木委員》 

はい。第１号議案会長の互選につきまして、ご提案をしたいと思います。 

本日が第１回目の総会でありまして、なかなか意見も出にくいと思いますので、前回同様、

旧市町４地区から各２名、合計８名の推薦委員を選んでいただき、別室で推薦委員会を開き、

会長候補者を選出して、それを総会に諮って決定してはどうでしょうか。 

会長互選の一つの方法としてご提案いたします。 

 

《山口臨時議長》 

高木委員から提案がありました。 

他にご意見はございませんか。 
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《氏原委員》 

 はい。 

 

《山口臨時議長》 

氏原委員お願いします。 

 

《氏原委員》 

 はい。只今、高木委員から推薦委員会により会長候補を選考するという提案がありました

が、私も同意見であります。これに賛成いたします。 

推薦委員会でもって慎重に会長を選ぶことをお願いいたします。以上です。 

 

《山口臨時議長》 

只今、高木委員、氏原委員より推薦委員を決定してはどうかというご意見がございまし

た、皆様、ご異議はございませんか。 

 

《全委員》 

・・・・・・ 異議なし ・・・・・・ 

 

《山口臨時議長》 

異議なしと認めます。それでは推薦委員を旧市町４地区より２名ずつ出して別室にて選考

をお願いします。 

推薦委員が協議する間、しばらく休憩いたします。 

 

・・・・・・  休憩  ・・・・・・ 

 

《山口臨時議長》 

 それでは議事を再開いたします。 

推薦委員会が終わりましたので、代表の方より選考結果の発表をお願いいたします。 

 

《清家茂委員》 

 失礼いたします。それでは選考結果の発表させていただきます。 

 色々と慎重に審議いたしまして、それぞれの意見を収集した結果、この４７名の組織を

まとめるに当たりましては、何といいましても経験が大事であるという意見も出ましたし、

この委員会の中で規模の大きい地区の宇和島三浦地区の小林委員さんに引き続き会長をと

いうご意見でありました。 

 全員一致で三浦地区選出の小林委員さんを会長に推薦することに決定をさせていただき

ましたことをご報告いたします。 



6 

 

《山口臨時議長》 

 ありがとうございました。議案第１号会長の互選について採決をいたします。 

 推薦委員の選考結果発表のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

《全委員》 

・・・・・・ 異議なし ・・・・・・ 

 

《山口臨時議長》 

 異議なしと認めます。それでは小林委員を会長とすることに決定いたしました。 

 小林会長さん今後ともよろしくお願いいたします。 

 それでは会長が決まりましたので、ここで臨時議長を解任させていただきます。不慣れ

な議長でしたが皆様のご協力により無事終了することができました。 

ありがとうございました。 

新会長に選出されました小林委員さん議長席にお願いいたします。 

 

             ・・・・・・ 議長交代 ・・・・・・ 

 

《梶原局長》 

 山口臨時議長さん大変お疲れ様でした。 

ここで小林会長より就任の挨拶をお願いいたします。 

 

《小林会長》 

 はい。改めましておはようございます。農業委員会法改正から引っ掛けて、事務局を中

心に色々困った点も多々あった今度の改正なのですが、それを何とかこういう形にまで前

委員さんと整えてきました。今回、その仕上げをしろというのが大きな意味ではないかと

思っております。二極化した活動の中で、推進委員さんと農業委員さんの取り扱いについ

て私自身不満を抱えている状態ですので、皆様にご迷惑をかけると思うのですが、法的に

定められたものでありますので、これを定着するにはどうしていったらよいかというのが

これからの問題ではないかと思います。 

ただ、南予の急傾斜地で一世紀近く続けられている柑橘の環境も近年は良いのですが、

まだまだ不安定な状態じゃないかなと思っております。底辺がかなりしぼんできておりま

すので現場サイドで大変苦労されているのではないかと思うのですが、何とか知恵を出し

合って各地区の特色を生かした農地行政ができたら良いのではないかと考えております。 

ただ、皆様には迷惑をかけることも多いかと思いますが、３年間何とか乗り切って行き

たいと思っておりますので、よろしくお願いしたらと思います。簡単ではございますが挨

拶にかえさせていただきます。 

 

・・・・・・一同拍手・・・・・・ 

 

《梶原局長》 

 これからの議事進行につきましては、農業委員会会議規則第４条により新会長が議長と

なります。よろしくお願いをいたします。 

 

《小林会長》 

 それでは議事日程に基づきまして、議事を遂行してまいります。 
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 議案第２号議席の指定についてを議題といたします。 

事務局より説明を願います。 

 

《梶原局長》 

 只今、議題となりました議案第２号議席の指定についてを説明いたします。 

宇和島市農業委員会総会会議規則第６条の規定により議長が指定する事となっておりま

す。 

 

《小林会長》 

 それでは、議席の指定を行います。各委員の議席は、只今の仮議席を議席として指定い

たします。 

 続きまして議事録署名人を指名いたします。議事録署名人に 赤松宣生委員と氏原邦弘

委員の両名を指名いたします。 

よろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案第３号会長職務代理者の互選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。 

 

《梶原局長》 

 只今、議題となっております議案第３号会長職務代理者の互選についてを説明いたしま

す。農業委員会等に関する法律第５条第５項によりまして、宇和島市農業委員会会長職務

代理者の互選について付議するものであります。以上です。 

 

《小林会長》 

 只今、事務局より説明がありました。会長職務代理者の選出は、農業委員による投票、

推薦で選ぶことが適切でありますが、異義がない場合は、指名推薦とさせていただきます。

どのような方法で互選をいたしましょうか。お伺いいたします。 

 

《清家茂委員》 

 はい。 

 

《小林会長》 

 清家委員お願いします。 

 

《清家茂委員》 

 はい。先ほどの会長の選任のように、また旧市町４地区から各２名の８名の推薦委員を

選任して、推薦委員会にて協議し、会長職務代理者を選出して、総会に諮って決定しては

どうでしょうか。 

 

《小林会長》 

はい。清家茂委員の方から会長の選任のように、各地区２名の推薦委員を選任して、推薦

委員会にて協議し先程の選考委員の方での互選をはかったらという事でございますが、他

にご意見はございませんか。 

 

《和田委員》 

 はい。 
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《小林会長》 

和田委員お願いします。 

  

《和田委員》 

 はい。只今、清家茂委員から推薦委員会による会長職務代理候補を選考するという提案

がありましたが、私も同意見であります。これに賛成いたします。 

推薦委員会でもって慎重に会長職務代理者を選んでいただく事をお願いします。 
 

《小林会長》 

只今、清家茂委員、和田委員より推薦委員によって決定してはどうかというご意見がで

すが、皆様異議はございませんでしょうか。 

 

《全委員》 

・・・・・・ 異議なし ・・・・・・ 

 

《小林会長》 

異議なしと認めます。それでは推薦委員を旧市町４地区で相談していただき、各２名を

選出して別室にて選考をお願いいたします。 

推薦委員が協議する間、しばらく休憩いたします。 

 

  ・・・・・・ 休憩 ・・・・・・ 

《小林会長》 

 それでは議事を再開いたします。 

 推薦委員会が終わりましたので、代表の方より選考結果の発表をお願いいたします。 

 

《高木委員》 

失礼いたします。それでは選考結果を発表させていただきます。 

 色々と慎重に審議いたしました。それぞれの意見を収集した結果、会長さんと相性の良

い人、また全体的に全地区の皆さんの相談しやすい人、経験が豊富な人、という風な総合

的な判断の結果、前職務代理者の赤松宣生委員さんを推薦することに決定させていただき

ましたことをご報告いたします。 

 

《小林会長》 

 はい。ありがとうございました。 

議案第３号会長職務代理者の互選について採決をいたします。 

 推薦委員の選考結果発表のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

《全委員》 

・・・・・・異議なし・・・・・・ 

 

《小林会長》 

 異議なしと認め、赤松宣生委員を会長職務代理者とすることに決定いたします。 

 ここで赤松宣生会長職務代理者より就任のご挨拶をお願いします。 
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《赤松委員》 

 失礼します。高木委員さんが言うように小林会長と相性が良いみたいなので、また一期

３年間よろしくお願いします。 

 

 ・・・・・・一同拍手・・・・・・ 

 

《小林会長》 

 続きまして議案第４号運営委員会委員の選任についてを議題といたします。 

事務局より説明を願います。 
 

《梶原局長》 

それでは、議案第４号運営委員会委員の選任についてを説明いたします。 

宇和島市農業委員会運営委員会規程によりまして、円滑かつ適正な運営を図るため設置

するものでございます。会長、会長職務代理者を含めて１０名の選出をお願いいたします。 

 

《小林会長》 

 只今、局長より説明がありました。運営委員会委員の選任については、各地区から２名

の計８名と会長、会長職務代理者、合計１０名で構成となっております。 

旧市町４地区より２名ずつ選任していただきますようお願いいたします。 

選任が終わるまでしばらく休憩いたします。 

 

  ・・・・・・ 休憩 ・・・・・・ 

《小林会長》 

 議事を再開いたします。 

 それでは、各地区決まったようなので、宇和島地区から発表していただけたらと思いま

す。 

 

《氏原委員》 

はい。それでは旧宇和島地区から和田委員と私が務めさせていただきます。よろしく

お願いします。 

 

《小林会長》 

 続いて吉田地区お願いします。 

 

《河野委員》 

 吉田地区から私、河野と清家委員さんが選出されました。よろしくお願いします 

 

《小林会長》 

 続きまして、三間地区お願いします。 

 

《高木委員》 

 失礼いたします。三間地区からは松本委員と私、高木が運営委員となりました。 

 

《小林会長》 

 続きまして最後の津島地区お願いします。 
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《山口委員》 

 津島地区の運営委員を発表いたします。私山口と清家茂委員が運営委員として選出され

ました。 

 

《小林会長》 

 只今、各地区から２名ずつの運営委員が選出されました。 

皆様の拍手で同意とさせていただきます。 

 

 ・・・・・・一同拍手・・・・・・ 

 

ありがとうございます。 

 続きまして、議案第５号愛媛県農業会議普通会員の指名についてを議題といたします。 

 事務局説明を願います。 

 

《梶原局長》 

 それでは、議案第５号愛媛県農業会議普通会員の指名についてを説明いたします。 

愛媛県農業会議は、各市町の農業委員会の連絡調整等を行う上部組織となっております。

一般社団法人愛媛県農業会議定款第６条第４項第１号の規程によりまして、県内の市町に

置かれる農業委員会の会長又は当該農業委員会が指名した委員となっておりますので、今

まで同様に愛媛県農業会議普通会員に、宇和島市農業委員会会長の小林会長を指名いたし

たく、付議するものです。以上でございます。 

 

《小林会長》 

 只今、局長より説明がありましたとおりであります。 

どなたか、ご意見ございませんか。 

 

         ・・・・・・  質問・意見なし  ・・・・・・ 

 

 意見がないようですので、採決をいたします。 

議案第５号愛媛県農業会議普通会員の指名についてを承認されます委員さんは挙手をお願

いいたします。 

 

         ・・・・・・   挙手全委員   ・・・・・・ 

 

 挙手全委員であります。 

よって私が愛媛県農業会議普通会員とならせていただきます。 

 以上で議事を終わります。 

 

 

 

 

 

 

 


