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宇和島市農業委員会１１月臨時総会議事録 
 

１．開催日時  令和２年１１月２日（月）午後１時３０分から午後３時１５分 

２．開催場所  宇和島市総合福祉センター ４階ホール 

３．出席委員  （４４名） 

会 長      ９番  小清水 千明 

   会長職務代理者 ２４番  山本 一也 

    

農業委員          １番  赤松 俊雄       ２番  赤松 利彦 

３番  今西 功尚        ４番  上田 一德 

５番  大島 博雅     ６番  大塚 武司  

７番  黒田 義人      ８番  河野 順子 

                         １０番  末光 亨 

１１番  清家 儀三郎   １２番  竹葉 邦政 

１３番  谷本 宏明    １４番  玉木 邦英 

１５番  土居 喜三郎   １６番  冨永 文夫 

                           １８番    藤岡 功  

１９番  松本 武雄     

２１番  藥師寺 悦子   ２２番  安並 繁行 

２３番  山口 一光     

 

最適化推進委員 

１番  赤松 利秋       ２番  井上 和久 

３番  氏原 邦弘       ４番    梶原 茂夫 

５番  河野 勇一郎      ６番  佐々木 新仁 

７番  滝澤 宇佐夫     ８番  瀧水 朝男 

９番  土居 和宏       １０番  中尾 美千代 

１１番    中村 満永      １２番    西村 守 

１３番  森 役義       １４番  畠山 幸男 

１５番  平山 喜代重     １６番  見 正信 

１７番  細川 一男      １８番  宮口 卓士 

１９番  森 松実       ２０番  山本 豊紀 

２１番  吉見 一弥    ２２番  和田 恵子 

 

 

４．欠席委員（３名） 

農業委員     １７番  濱田 金治       ２０番  三好 春樹 

 

 最適化推進委員  

２３番  渡邉 鉄雄 

 

５．議事日程 

議事録署名委員の指名  

                  １番  赤松 俊雄       ２番  赤松 利彦 
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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の指名について 

 

６．農業委員会事務局職員 

事務局長    庵﨑  正幸    次長兼管理係長   今西 愛典 

農地係長  濵田 英樹    専門員      境本 博佳 

主査      中川 弘徳    事務補助     山本 真由実 

 

７. 会議の概要 

《庵﨑局長》 

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２２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、只今より令和２年１１月の臨時総会を開会いたします。 

欠席委員の報告をいたします。三好委員、濱田委員、渡邊委員の３名が所用のために欠

席です。 

それでは改選後初めての総会であります。これは市長招集となっておりますので岡原市

長より招集のご挨拶を申し上げます。 

 

《岡原市長》 

改めまして、皆さんこんにちは。本日はお足元の悪い中、またそれぞれ大変忙しい所、

この農業委員会臨時総会にご参集いただきまして誠にありがとうございました。 

また、皆様方それぞれ農業委員さん、そして推進委員さんご就任いただいた事はのみな

らず宇和島市におきまして農政に皆様方のお力添えをいただける事をこの場をお借りいた

しまして熱く熱くお礼を申し上げる次第でございます。 

さて、本日よりこの臨時総会スタート以降、皆様方には宇和島市の農地に関しまして大

きなお力添えをいただく事になっていくのでございますけれども、これまでの農業委員さ

んの役割りに加えまして、平成２８年度からは推進委員さんを含めたこの最適化の仕組み

というのがスタートしていく事になります。 

これまでこの地域には産業として農業というものがしっかりと根付いている所でござい

ますけれど、ただ農地というものが後継者を含めたさまざまな問題の中で、それらの問題

というものがどんどん増えていくと思います。 

今後ですね皆様方の力添えを得て第一次産業、基幹産業というこの地域とともにしっか

りと未来に向かって歩まなければならないと思います。まさに皆様方のその地域における

顔の見える関係というものが、大変重要であると考えている所でございます。 

先週の事、私もこれは柑橘でございますけれども、東京の大田市場を、そしてその後農

水省におきまして、柑橘を中心としたものではございますけれども、この地域は農業と共
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に生きる地域だという事をしっかりと、今後の狙いを含めて学びました。まさに生産に関

しましては皆様方、各生産者の皆様方のまさにお力添えを得ることができ、行政と共にし

っかりと道を歩むことができた。そのように考えている所でございますので、今後とも皆

様方のお力添えをいただきたい。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

別になりますけれどもこれからの３年間、共に汗をかきながらしっかりと農業というも

のを再生することができますよう心よりご祈念申し上げまして私の挨拶に代えさせていた

だきます。本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

《庵﨑局長》 

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

各委員さんの自己紹介をお願いしたいと思います。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ので、地域名とお名前を入れて赤松俊雄委員さ

んからお願いします。 

 

・・・・・・  各委員自己紹介  ・・・・・・ 

 

《庵﨑局長》 

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。 

それでは臨時議長が決まりましたので、岡原市長におかれましては、この後公務があり

ますのでここで退席となります。 

 

・・・・・・  岡原市長退席  ・・・・・・ 

 

それでは山口委員さん、議長席にお移り下さい。 

 

・・・・・・  山口委員移動  ・・・・・・ 

 

 

それでは山口委員の臨時議長によりまして議事を進行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
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りません。総会に出席して報告を求められる他、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。 

 

《山口臨時議長》 

失礼します。ただいま指名を受けました山口でございます。不慣れではございますがご

協力のほどよろしくお願いをいたします。 

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。よろしくお

願いします。 

議事に移ります。議案第１号会長の互選について、議題といたします。 

事務局より説明をお願します。 

 

《庵﨑局長》 

議案第１号会長の互選については、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。 

 

《山口臨時議長》 

事務局より説明がありました。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。 

 

《井上委員》 

はい。 

 

《山口臨時議長》 

井上委員お願いします。 

 

《井上委員》 

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》 

他にご意見はございませんか。 

 

 《藤岡委員》 

   はい。 
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《山口臨時議長》 

藤岡委員お願いします。 

 

《藤岡委員》 

 はい。只今、井上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、井上委員、藤岡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。 

 

《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名ずつ出していただいて

別室にて選考をお願いします。 

推薦委員が協議する間、しばらく休憩といたします。 

 

・・・・・・  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、推薦委員の代表の方より選考結果の発表をお願いい

たします。 

 

《和田委員》 

   失礼いたします。それでは選考結果の発表を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地区の大塚委員さんに会長をという

ご意見でありました。 

   全員一致で大塚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。 

 

《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。 
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《委員》 

異議なし 

 

《竹葉委員》 

   すいません。ちょっとよろしいでしょうか。推薦者が出ましたが、ご本人さんの意向

というのは大丈夫ですか。 

 

《庵﨑局長》 

   本人さんの意向を聞かずの推薦なのですが、本人さんがどうしてもできないとなれば

また話が変わってくるとおもいますが。 

 

《竹葉委員》 

   はい。分かりました。 

 

《山口臨時議長》 

   異議なしと認めます。 

推薦委員さん、会長の互選について再検討いたします。 

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はありませんか。 

 

《委員》 

異議なし 

 

《山口臨時議長》 

はい。それでは異議なしということで、大塚委員を会長とすることに決定いたしまし

た。大塚会長さん今後ともよろしくお願いいたします。 

 

《大塚委員》 

   私は不向きですのでお断りいたします。 

  

《山口臨時議長》 

   大塚委員より私は不向きというご意見がありました。 

この大塚委員の意見に対して何か意見を述べられる方はございませんか。 

 

・・・・・・  意見なし  ・・・・・・ 

 

   大塚委員より私は適任ではないというご自身のご意見がございました。そのことに対

して何がご意見ございませんか。 

 

《井上委員》 

   この場で沈黙が続いてもあれなんで、また再度選考委員会を開かないといけないと思
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うのですが、また候補者を選んでいただくという事になると思いますが。 

 

《山口臨時議長》 

 井上委員より再度、選考委員会を開いてという意見が出ました。 

 

《今西委員》 

 再度選考するのは賛成なのですが、先程のように本人の承諾を取れていないまま発表

しますと、また可能性はありますので、その辺をよく考えて発表するようにお願いしま

す。 

 

《山口臨時議長》 

 それでは推薦という形で再度ご協議をお願いします。 

 

《西村委員》 

   推薦して選考委員会で名前が出てる訳ですから新たにするというのはおかしいと思い

ます。本人を説得するとかして、どうしてもダメな場合は新たな人選とするのは当然だ

と思いますので、そのよう方な流れでやっていただきたい。 

 

《玉木委員》 

前会長の方から大塚さんにどうしてもという声が立っていたのではないかと思います。 

こちらもお願いしたいのですが、よろしいでしょうか。 

 

《山口臨時議長》 

   今、玉木委員から大塚委員にお願いしたいというご意見が出たのですが。 

 

《黒田委員》 

   議長、若干の緊張と疲れと両方があると思うのですが、一時的に会議を休会していた

だいて、その後で先程の意見を踏まえて、ここで座っていても動きづらいと思うので、

まず休会してその間に協議をしていただいたらどうでしょうか。 

 

《山口臨時議長》 

   はい。このようなご意見がでていますが、それでは一時休会をいたしましてご協議を

お願いしたいと思います。 

 

・・・・・・  休憩  ・・・・・・ 

 

《山口臨時議長》 

   大変お待たせをいたしました。 

それでは議事を再開いたします。 

別室で居られました推薦委員の選考結果の発表をお願いしたらと思います。 
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《黒田委員》 

   私が選考委員を代表いたしましてここで経緯と結果について、委員の皆様方にご報告

申上げます。別室で大塚さんから懇切丁寧な色々なご事情の説明を受けまして、その中

で改めて考えられることを皆が出し合う中でひとつの結論に達したと私は思っておりま

す。今回の場合はまだお名前を出しておりませんが、お名前を出す方に何回も説得、ご

了解を賜ることができました。それが現時点でおける最良の結論であると各委員認識し

ております。それでは選考の結果について申上げます。会長に吉田町の農業委員であり

ます小清水千明さんの推薦を決定させていただきましたのでご報告させていただきます。 

 

《山口臨時議長》 

   以上。黒田委員の報告のとおり、会長に吉田の小清水さんが互選されたそうです。 

皆さんご異議ありませんか。 

 

《委員》 

異議なし 

 

《山口臨時議長》 

はい。異議なしとします。 

 

《井上委員》 

 議長。委員による挙手で議決すべきだと思います。 

 

《山口臨時議長》 

   はい。そういう意見がありますので、異議のない方は挙手をお願いします。 

 

・・・・・・ 委員挙手多数  ・・・・・・ 

 

《山口臨時議長》 

   はい。挙手多数であります。それでは選考委員会の報告のとおり小清水委員を会長と

して決定となりました。よろしくお願いします。 

 

・・・・・・  委員拍手  ・・・・・・ 

 

《山口臨時議長》 

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清水委員さん議長席にお願いいたします。 

 

・・・・・・  議長交代  ・・・・・・ 
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《庵﨑局長》 

   山口臨時議長さん大変お疲れ様でした。 

ここで小清水会長より就任のご挨拶をお願いいたします。 

 

《小清水会長》 

 吉田の小清水でございます。皆様、今程の選考の結果のとおりになりました。私も新

任でございまして、農業委員会の事はほとんど分からない状況なのですが、諸先輩方、

また同期の方にも助けていただきながら大役を勤めたいと思っております。現在の農業

を取り巻く環境は大変厳しいものでございます。そういう中で高齢化、少子化の中で土

地の流動化、転用、非常に多くなっており、この農業委員会の重責という事で益々重く

なっている状況でございます。その中で皆様方の役割というのは、大変地域にとって重

要な事となりますが、また和気藹々と一致団結してこの会を進めて参りたいと思ってお

りますので、皆様方のご協力を賜りますようよろしくお願い申上げまして会長の挨拶に

かえさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。 

 

・・・・・・  一同拍手  ・・・・・・ 

 

《庵﨑局長》 

   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。 

 

《小清水会長》 

   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。 

   議案第２号議席の指定について、を議題といたします。 

事務局より説明をお願いします。 

 

《庵﨑局長》 

 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。 

 

 

《小清水会長》 

   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俊雄委員と赤松利彦

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。 
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《庵﨑局長》 

   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。 

 

《小清水会長》 

 只今、事務局より説明がありましたが、黒田委員から発表をお願いいたします。 

 

《黒田委員》 

   失礼いたします。会長職務代理者といたしまして宇和島地区の農業委員であります山

本一也委員を推薦いたします。 

 

《小清水会長》 

はい、ありがとうございます。只今、宇和島の山本一也委員を推薦委員会によって指

名をいただきました。挙手にて採決をしたいと思います。山本委員を職務代理者として

認める方の賛成の人は挙手を願います。 

 

（ 挙 手 全 委 員 ） 

 

《小清水会長》 

   はい。ありがとうございます。挙手全委員でございます。 

よって会長職務代理者として山本一也委員を選任いたします。 

 

《庵﨑局長》 

 山本委員、前席の方に移動をお願いします。  

 

《小清水会長》 

   それでは山本職務代理者が着席いたしましたので、ご挨拶をお願いいたします。 

 

《山本職代理者》 

   皆さんこんにちは。会長職務代理者に適任かどうか分かりませんが、不慣れなもので

すがよろしくお願いします。これからは小清水会長をサポートしていきたいと思います

ので、皆様ご協力をお願いいたします。 

 

・・・・・・  委員拍手  ・・・・・・ 

 

《小清水会長》 

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。 
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《庵﨑局長》 

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。 

 

《小清水会長》 

   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  ・・・・・・ 

 

《小清水会長》 

   議事を再開いたします。 

   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。 

 

《井上委員》 

宇和島地区なのですが、末光委員さんと竹葉委員さんにお願いします。 

 

《小清水会長》 

   続いて吉田地区お願いします。 

 

《土居喜三郎委員》 

   吉田地区から上田委員さんと赤松俊雄委員さんにお願いします 

 

《小清水会長》 

   続きまして、三間地区お願いします。 

 

《瀧水委員》 

   三間地区からは冨永委員さんと黒田委員さんにお願いします。 

 

《小清水会長》 

   続いて最後の津島地区お願いします。 

 

《山口委員》 

   津島地区を発表いたします。私山口と玉木委員です。 
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《小清水会長》 

   只今、選出されました８名と、会長、職務代理者を含め１０名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。 

 

・・・・・・  委員拍手  ・・・・・・ 

 

   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。事務局より説明を願います。 

 

《庵﨑局長》 

   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清水委員を指名いた

したく付議するものです。以上でございます。 

 

《小清水会長》 

   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、採決をおこないます。 

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。 


