
令和元年 第８回 新郷村農業委員会総会議事録 

 

１. 開催日時 ： 令和元年７月２９日（月）午前９：１５～１０：００ 

２. 場  所 ： 役場庁舎 ２階 会議室 

３. 出席委員  （９人） 

職 名 番 号 氏 名 

会長 １０ 日向 將行 

委員 ２ 長井 進 

〃 ３ 下村 勇一郎 

〃 ４ 工藤 勉 

〃 ５ 荻沢 功 

〃 ６ 橋端 哲美 

職務代理 ７ 谷地村 久人 

委員 ８ 佐藤 哲 

〃 ９ 佐藤 久美子 

 

４．欠席委員 （１人）１番 田守 和人 

 

５．会議書記 事務局主事 服部 奨 

 

６．議事日程 

 

日程第１ 仮議席の指定 

 

日程第２ 議事録署名委員の指名 

 

日程第３ 議案第１０号 新郷村農業委員会会長の互選について 

 

日程第４ 議席の決定について 

 

日程第５ 議案第１１号 同会長職務代理者の互選について 
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（令和元年第８回７月の総会） 

事務局 総会開催の前に、新郷村村民憲章の唱和を行いますので、ご起立願います。 

 （新郷村村民憲章の唱和） 

事務局 ありがとうございました。 

改めて皆様、ご就任おめでとうございます。 

総会に入る前に、委員の方々を事務局から紹介させていただきます 

 （委員の紹介） 

事務局 続きまして、農業委員会事務局の職員を紹介させていただきます。 

改めて私は事務局長の本間です。 

主事の服部でございます。 

この体制で事務局をつとめさせていただきますので、どうぞよろしくお願いしま

す。 

続いてお願いがございます。 

総会で発言しようとするときは挙手の上、議長と呼び、自席番号と氏名を告げ、議

長の許可を受けてから発言するようお願いいたします。 

それでは、ただいまから令和元年第８回新郷村農業委員会総会を開会いたします。 

改選後の初総会でありますので、仮議長は慣例により年長者が行うことになってお

りますので、日向委員にお願いしたいと思います。 

 （日向委員着席） 

事務局 それでは、仮議長の日向委員より議事の進行をお願いします。 

仮議長 ただいま、ご指名いただきました日向です。 

暫時のあいだ、仮議長の職をつとめさせていただきます。 

どうぞ、よろしくお願いします。 

本日の出席委員数は９名で定足数に達しておりますので会議は成立しております。 

それでは、さっそく議事に入ります。 

日程第１、仮議席の指定を行います。 

仮議席はただいまの着席の議席といたしますが、ご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 日程第２、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、ご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

仮議長 それでは議事録署名委員には、長井進君、谷地村久人君を指名いたします。 

日程第３、議案第１０号、新郷村農業委員会会長の互選についてを議題といたしま

す。 
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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。 

谷地村 

委員 

はい、議長。 

仮議長 ９番、谷地村委員。 

谷地村 

委員 

推薦でお願いします。 

仮議長 推薦という意見が出ましたが、その他はありませんか。 

 （なし） 

仮議長 ないようですので、推薦でお願いします。 

谷地村 

委員 

はい、議長。 

仮議長 ９番、谷地村委員。 

谷地村 

委員 

日向委員を推薦します。 

仮議長 その他はありませんか。 

佐藤久 

委員 

はい、議長。 

仮議長 ２番、佐藤久美子委員。 

佐藤久 

委員 

谷地村委員を推薦します。 

谷地村 

委員 

推薦を受けましたが辞退します。 

仮議長 谷地村委員が辞退すると申出がありましたが、どうでしょうか。 

 （異議なし） 

仮議長 異議なしと認めます。 

私は先程、会長へ推薦をされましたので、仮議長をご遠慮させていただきます。 

仮議長には、佐藤久美子委員がよろしいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

仮議長 異議なしと認めます 

それでは、佐藤久美子委員より議事の進行をお願いします。 

 （佐藤久美子委員着席） 

仮議長 ただいま、ご指名いただきました佐藤です。 

暫時のあいだ、仮議長の職をつとめさせていただきます。 

よろしくお願いします。 
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おはかりします。 

それでは、日向將行君を新郷村農業委員会会長に決定することに、ご異議ありませ

んか。 

 （異議なし） 

仮議長 異議なしと認めます。 

よって、新郷村農業委員会会長は日向將行君に決定しました。 

以上をもって、仮議長の職務は終了しました。 

ご協力ありがとうございました。 

 （拍手） 

事務局 それでは日向会長、議長席へご着席願います。 

 （仮議長が退席） 

（新会長が議長席に着席） 

仮議長 ただいま会長に当選された日向委員から、当選の告知と新会長就任のあいさつをい

ただきたいと思います。 

 （会長あいさつ） 

議長 それでは、引き続き議事を進行させていただきます。 

日程第４、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。 

なお、田守委員が欠席しておりますので、残った番号を田守委員にしたいと思いま

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。 

事務局 発表します。 

１番 橋端 哲美  委員、２番 佐藤 哲  委員、 

３番 長井 進   委員、４番 田守 和人 委員、 

５番 佐藤 久美子 委員、６番 工藤 勉  委員、 

７番 谷地村 久人 委員、８番 荻沢 功  委員、 

９番 下村 勇一郎 委員、 

以上のとおりです。 
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議長 それでは、ただいまの順番にしたがい、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。 

事務局 発表します。 

１番 田守 和人  委員、２番 長井 進  委員、 

３番 下村 勇一郎 委員、４番 工藤 勉  委員、 

５番 荻沢 功   委員、６番 橋端 哲美 委員、 

７番 谷地村 久人 委員、８番 佐藤 哲  委員、 

９番 佐藤 久美子 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、番号の席に着席願います。 

日程第５、議案第１１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。 

 （意見なし） 

議長 ないようですので、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。 

 （異議なし） 

議長 異議なしと認めます。 

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７番谷地村久人君を指名します。 

おはかりします。 

７番谷地村久人君を会長職務代理者の当選人として決定することにご異議ありま

せんか。 

 （異議なし） 

議長 異議なしと認めます。 

よって、会長職務代理者には７番谷地村久人君を当選人に決定しました。 

 （拍手） 

議長 ただいま、会長職務代理者に当選されました、谷地村委員に一言就任のあいさつ

をお願いいたします。 

職務 

代理 

（あいさつ） 

議長 よろしくお願いします。 

以上で、令和元年第８回新郷村農業委員会総会を終了いたします。 
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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。 

令和元年  月  日 

議 長 

署名者 

署名者 
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