
平成２５年 第９回 新郷村農業委員会総会議事録 

１.  開催日時 ： 平成２５年７月２９日（月）午前１０:００～午前１１：１５ 

２．開催場所 ： 山村開発センター1階 中会議室 

３．出席委員  （10 人）          

職 名 番 号  氏 名 

会 長 １０ 村岡 和俊 

委 員 １ 畠山 賢悦 

〃 ２ 小坂  敏 

職務代理 ３ 長根 孝衛 

〃 ４ 長井  進 

 ５ 佐藤 光男 

 ６ 坂根 重友 

〃 ７ 小澤 守昭 

〃 ８ 谷地村 久人 

〃 ９ 工藤 昭治 

 

４．欠席委員 （０人） 

       

５．会議書記 

事務局総括主幹  長峯 美智子 

６. 審議案件 

 議案第 20 号会長及び青森県農業会議員の互選について 

 議案第 21 号 会長職務代理者の互選について 

 



7.会議の概要 

局長  本日は大変ご苦労様です。事務局長の角岸です。 

どうぞよろしくお願いします。 

初めに、新郷村村民憲章の唱和を行いますので、ご起立願います。私が前段を読み

上げますので一つから唱和をお願いします。 

 （村民憲章の唱和） 

局長  ありがとうございました。ご着席願います。 

会議に入る前に、村長より推薦委員の方々へ、選任辞令の交付がございます。 

畠山賢悦さんと工藤昭治さんは前の方へお願いします。 

村長 （辞令交付） 

局長 それでは、ただ今から平成 25 年第 9回新郷村農業委員会総会を開会いたします。

農業委員一般選挙後、最初の総会でありますので、農業委員会等に関する法律第

21 条第 1 項の規定により、村長の招集となっておりますので、開会にあたり須藤村

長よりご挨拶を申し上げます。 

村長 

挨拶 

おはようございます。 

この度の農業委員会の改選につきまして当選されました方々、まずもっておめでと

うございます。また、各団体より推薦を頂いて農業委員に指名された方々よろしくお

願い申し上げます。農業委員の任期は 3年ということでございますが新郷村も言うま

でもなく農業中心の村でございます。非常に高齢化が進み農業委員の農地に対する指

導も日増しに大きな仕事となっております。一つ皆様方のお力をお借りして新郷村の

農業推進のために一層意欲を高めてまいりたいと思います。どうか皆様におかれまし

ては健康に留意されまして新郷村の農業発展のためにお力添えお願いしたいと存じ

ます。今日は最初の招集ということでこれから組織会もございます。どうか円満に進

みますよう心からご祈念申し上げ一言開会にあたっての挨拶とさせていただきます。

よろしくお願いします 

局長  ここで村長は、退席いたします。 

 ありがとうございました。   

 
（村長退席） 



局長 改選後の初総会でありますので、仮議長を選出しなければなりません。仮議長には、

慣例により年長の委員をお願いしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

工藤委員  はい、工藤です。年長の委員と言いますと私のことと思いますが、今回、会長へ

立候補を予定しておりますので、仮議長をご遠慮させていただきます。なお、仮議長

には小坂委員がよろしいと思います。 

局長  工藤委員から仮議長を遠慮したい、小坂委員というご意見が出ましたが、どうでし

ょうか、これにご異義ありませんか。 

 異義なしの声あり 

局長  異議なしと認めます。 

仮議長は 小坂  敏 委員にお願いします。 

小坂委員、議長席へお願いいたします。 

 （小坂委員 着席） 

局長 それでは、仮議長の小坂委員より議事の進行をお願いします。 

仮議長 

 

 只今、ご指名いただきました小坂です。暫時のあいだ、仮議長の職を務めさせてい

ただきます。 

どうぞよろしくお願いします。 それでは、さっそく議事に入ります。 

まず初めに、仮議席の指定を行います。仮議席は只今の着席の議席といたします。

次に、議事録署名委員の指名ですが、議事録署名委員は仮議長の指名と言うことで、

ご意義ありませんか。 

 異議なしの声あり 

仮議長 それでは議事録署名委員には、長井 進 君 並びに 小澤守昭 君を指名いたし

ます。 

次に、議案第２０号 会長及び青森県農業会議員の互選についてを議題といたしま

す。お諮りします。 

互選の方法はどのようにしたらよろしいでしょうか。 

村岡委員 はい、議長。 

仮議長 村岡委員 

村岡委員 立候補でお願いします。 



仮議長 立候補という意見が出ましたが、その他はありませんか。 

 なしの声あり 

仮議長 無いようですので、立候補をお願います。 

村岡委員 私、立候補します。 

工藤委員 私も立候補します。 

仮議長 ここで、暫時のあいだ、休憩します。 

 （休憩  話し合い まとまらず ） 

仮議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。投票で行います。議場の出入口を閉めます。

 （事務局、出入口を閉める） 

仮議長 ただいまの出席議員数は十人です。次に、立会人を指名致します。立会人 佐藤光

男 君及び 小澤守昭 君を指名致します。 

 投票用紙を確認のうえ、配ります。念のため申し上げます。投票は単記無記名です。

 得票数の多い者を当選人といたします。 

 （事務局、投票用紙を立会人の確認後、配布） 

仮議長  投票用紙の配布漏れは、ありませんか。 

 （なし） 

仮議長 配布漏れなしと認めます。投票箱を点検します。立会人の方、佐藤光男 君 及び

小澤守昭 君、投票箱の確認をお願いいたします。 

 （立会人、投票箱の点検） 

仮議長 異常なしと認めます。ただいまから、投票を行います。 

記載台で投票用紙に記入のうえ、投票箱へ投函してください。事務局長が氏名を呼

び上げますので、順番に投票願います。 

局長 点呼 1 番長井委員、2 番谷地村委員、3 番坂根委員、5 番長根委員、8番村岡委員 

 9 番畠山委員、10 番 工藤委員、 4 番佐藤委員、6番小澤委員、7番小坂委員 

  （投票） 

仮議長  投票漏れは、ありませんか。 

  （なし） 



仮議長  投票漏れなしと認めます。投票を終わります。開票を行います。佐藤光男 君 及

び 小澤守昭 君、開票の立会をお願い致します。 

  （開票） 

仮議長  選挙の結果を報告します。 

投票総数１０票、有効投票１０票、無効投票０票です。 

  有効投票のうち、村岡和俊 君 ５票、工藤昭治 君 ５票 以上のとおりです。

この選挙の法定得票数は、３票です。 

  得票数が同数となりましたので、当選者をくじで決定します。くじはくじ棒で行

います、ご異議ありませんか。 

 （なし） 

仮議長   異議がないようですので、くじで行います。佐藤光男君、小澤守昭 君、くじ

の立会いをお願いします。 

 （立会人、くじ立会い） 

仮議長 まず、くじを引く順番を決めるくじを行います。 

 村岡和俊 君、 工藤昭治 君くじをひいてください。 

 （くじを引く、立会人確認） 

仮議長  くじをひく順番が決定しましたので報告します。 

 まず、初めに村岡和俊 君、次に工藤昭治 君。以上のとおりです。 

 ただ今の順序により、当選人を決定するくじを行います。くじは、１の数字が出た

方を当選人といたします。 

 村岡和俊 君、次に工藤昭治 君 くじをひいてください。 

  （くじをひく、立会人確認） 

仮議長  くじの結果を報告します。 

 くじの結果、村岡和俊君が当選人と決定しました。 

 （拍手） 

仮議長  議場の出入口を開きます。 

  （事務局、出入口を開く） 

仮議長 只今、会長に当選されました、村岡和俊 君がおられますので、本席から当選の告知

をします。   村岡和俊 君、ご挨拶をお願いします。 

 再度皆様から選んで頂きありがとうございます。農地法については主に 3条、4条、



5 条ですがその他に農業問題もいろいろありますので皆さんから協力頂きながら意欲

を持って新郷村の農業発展のために頑張っていきたいと思います。 

皆様の協力よろしくお願いします。 

仮議長 これをもって，私の職務は終わりました。会長と交代いたします。村岡会長、議長

席へお着き願います。 

  （議長席を仮議長退席、村岡会長着席） 

議長  それでは、引き続き議事を進行させていただきます。 

 まず初めに、議席の決定を行います。議席の決定は農業委員会会議規則第 7条の規

定により、くじ引きで行います。 

 くじ引きは、２回行います。１回目はくじを引く順番を決めるものであります。２

回目は議席を決定するくじであります。 

委員数は１０名でありますが、最後の番号は会長席とさせていただきます。よって

９番まで抽選していただきます。 

 それでは、順次くじを引いてください。 

 （事務局がくじを持って委員席を回る） 

議長  事務局よりくじの結果を報告させます。 

局長 発表します。 

１番 工藤昭治 委員、  ２番 長井 進 委員、  ３番 坂根重友 委員、 

４番 小坂 敏 委員、  ５番 畠山賢悦 委員、  ６番  長根孝衛 委員、 

７番 小澤守昭 委員、  ８番 谷地村久人 委員、 ９番 佐藤光男 委員、 

以上のとおりです。 

議長  それでは、只今の順番にしたがい、２回目のくじを引いてください。 

 （事務局がくじを持って回る） 

議長  事務局よりくじの結果を発表させます。 

局長 発表します。 

１番 畠山賢悦 委員、 ２番 小坂 敏 委員、  ３番 長根孝衛 委員、 

４番 長井 進 委員、 ５番 佐藤光男 委員、  ６番 坂根重友 委員、 

７番 小澤守昭 委員、 ８番 谷地村久人 委員、 ９番 工藤昭治 委員、 

以上のとおりです。 



議長  以上のとおり、議席が決定しました。各自、番号の所に着席ねがいます。 暫時休

憩します。 

 （休憩） 

議長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、議案第２１号 会長職務代理者の互選についてを議題といたします。 

おはかりいたします。互選の方法はどのようにしたらよろしいでしょうか。 

工藤委員  はい、議長 

議長  9 番 工藤委員 

工藤委員  会長指名でお願いします。 

議長  会長指名という意見がでましたが、他にありませんか。 

 なしの声あり 

議長 無いようですので、会長職務代理者の互選については、会長の指名ということでご

異議ありませんか。 

 異議無しの声あり 

議長  異議無しと認めます。 

それでは、会長において指名いたします。 

会長職務代理者には３番 長根孝衛 君を指名します。 

お諮りします、３番 長根孝衛 君を会長職務代理者の当選人として決定することにご

意義ありませんか。 

 異議なしの声あり 

議長  異議なしと認めます。 

よって、会長職務代理者には３番 長根孝衛 君を当選人に決定しました。 

  （拍手） 

議長  只今、会長職務代理者に当選されました長根孝衛委員に、一言就任の挨拶をお願い

いたします。 

職務代理  只今、会長から指名されました長根です。前職務代理だった永野さんが亡くなって

からその後の残任期間、職務代理の指名を受けてやっておりました。これから任期３

年間、微力ながらも皆様の協力を頂きながら会長を助けて任務を全うしていきたいと

思いますのでご協力よろしくお願いします。 

 （拍手） 



議長  よろしくお願いします。 

以上で、議案の審議は全部終了いたしました。 

これをもって、平成 25 年第 9回 新郷村農業委員会総会を閉会いたします。 

大変、ご苦労様でした。 

上記のとおり会議の顛末を記載し、相違ないことを証するためここに署名する。 

平成２５年  月  日 

議 長 

 

署名者   

 

署名者  


