
令和２年７月農業委員会（初会合）議事録

鳥栖市農業委員会事務局



１．開催日時　令和２年７月２０日（月）

　開会　　９時３０分

　閉会　１０時０１分

２．開催場所　鳥栖市役所３階大会議室

３．出席者の状況

　出席者　１１名

　欠席者　　０名

　傍聴者　　０名

番号 委　員　氏　名 出 欠

1 有　馬　秀　利 出

2 大　石　則　子 出

3 上　種　正　博 出

4 佐　藤　敏　嘉 出

5 田　代　英　毅 出

6 中　島　俊　男 出

7 西　依　　　誠 出

8 久　冨　正ノ介 出

9 松　隈　邦　博 出

10 宮　原　一　美 出

11 脇　　　善　治 出

４．記事日程

　第１　議事録署名委員の氏名

　　１番　有馬　秀利　委員　　２番　大石　則子　委員

　第２　会議書記の氏名

　　農業委員会事務局　磯野　徹治
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　第３　式次第

　　１　開　会

　　２　市長挨拶

　　３　来賓挨拶

　　４　仮議長の選任

　　５　会長、会長代理の選出

　　６　議席の決定

　　７　閉　会

５．農業委員会事務局職員

　倉　地　信　夫  久 保 山　智 博 磯　野　徹　治

６．その他出席
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事務局
(局長)

　皆さん、おはようございます。
　私は、鳥栖市農業委員会事務局長の○○と申します。本日は議事を進めさせ
ていただきます、どうぞよろしくお願いいたします。着席して、進めさせてい
ただきます。

なお、本日の進行は、お手元の総会式次第に沿って進めさせていただきま
す。
　それでは、ただ今より鳥栖市農業委員会総会を始めます。

本日の総会は、任期満了に伴います農業委員の任命後、初めての総会となり
ます。

農業委員会等に関する法律第２７条第１項に、「農業委員の任期満了による
任命の後、最初に行われる総会は、市長村長が招集する」と規定されておりま
す。このことから、本日の総会の招集通知は鳥栖市長が行ったところでござい
ます。

それでは、初めに招集者でございます橋本康志鳥栖市長が皆様にご挨拶を申
しあげます。
　市長、よろしくお願いします。

市　長 　改めて、おはようございます。

　本日は、先ほど辞令をお渡ししておりますが、これから３年間よろしくお願
い申し上げます。
　今、司会から紹介がございましたように、農業委員会等に関する法律が平成
２８年に改正されまして、今回初めての改選ということでございます。この農
業委員会等に関する法律の改正については、私から改めて言うまでもございま
せんけれども、担い手への農地の集約・集積、そして遊休農地の発生の防止・
解消、そしてこれから継続的に営農ができる形をどう作っていくのかというこ
とのために様々な方面からご意見を賜りながら、努めていくものでございま
す。

　最近の大雨被害もございますが、農業を取り巻く状況は激変をしていると認
識をしております。
　いわゆる線状降水帯という、いつどこに発生するか、そしてまた、いつまで
続くか分からない雨の降り方がございますし、また７月７日に筑後川の瀬下辺
りで氾濫危険水位まで、かなりぎりぎりまで近づきまして、場合によっては排
水機を全部止めなければいけない、という事態にまで追い込まれまして、本当
に肝を冷やしたことでございました。そういった中で、いかに農業を継続的に
やっていくのかということもございます。また、天候の急変によって今までの
作付けあるいは、施肥等のタイミングが随分ずれてくるということもございま
すので、それを背景に、例えばＩＣＴを活用して農地の状況、気候等を測りな
がら様々な農業の作業を組み立てていくという取り組みもあちこちで始まって
おります。いわゆる、農業の転換期という捉え方もできるのかなとも思ってお
ります。

　私たちも、皆様のご意見を参考にしながら、何とか下支えできる対応を頑
張ってやって参りたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
　これから、様々な難題が出てこようかと思いますが、是非、皆様方のお力添
えを得ながら解消し、前を向いて歩いていければと思いますので、どうぞよろ
しくお願い申し上げます。

事務局
(局長)

　橋本市長ありがとうございました。
　続きまして、本日の総会には、公務御多用中にもかかわらず、御来賓とし
て、鳥栖市議会議長の森山林様に御臨席をいただいております。

　ここで、森山議長より御祝辞を頂戴したいと思います。
　森山議長、よろしくお願いします。

議　事　録
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鳥栖市議長 　皆様、おはようございます。
本日は、初めての総会ということで、お招きいただき、本当にありがとうござ
います。
　今回の改選で新たに任命されました１１名の皆様、本当におめでとうござい
ます。
　今日から３年間、いろいろとご迷惑をおかけすると思いますが、１つよろし
くお願いしたいと思います。
　それから、１１名中の４名については引き続き３年間よろしくお願いいたし
ます。
　本当に、皆様方には本市の農業行政はもちろんでございますが、本市の発展
のためにも側面的に、多大なるお力添えをいただきますことに対して、この場
をお借りして厚く御礼申し上げます。本当にありがとうございます。

　また、市長が言われましたように、農業を取り巻く環境といいますか、状況
につきましては、本当に厳しい状況が続いております。まず、農業従事者の皆
様方の高齢化とその進展、さらには後継者、担い手不足、そして労働力不足と
いうことで、非常に厳しい状況が続いております。そういった中で、さらにこ
こ数年、大雨などの災害が続いております。２０１７年の九州北部豪雨、２０
１８年は西日本豪雨、そして昨年は６月は水不足ということで田植えもできな
かったところもありました。また７月２１日、８月２８日を中心には大雨特例
が出る警報が出るような大雨が降りました。

　そういった中、非常に農作物については被害を被りました。また、稲作の作
況指数は昨年は「５８」ということで、県内大変な被害を被りました。これ
は、平成１８年に「４９」という数字が出ております。そういった中で、また
今年もご存知のように７月からの九州豪雨によって被害を被っております。特
にまたこれからアスパラ等についても、心配をするわけでございますが、この
ような状況の中で、皆様方については、集積・集約化、さらには遊休農地の解
消、そして新規参入者の促進と、皆様には非常にご迷惑をおかけしますけれど
も、これから３年間、よろしくお願いいたしたいと思います。

　そして、今日、世界的に新型コロナウイルスが発生しまして農業にも大変な
被害を被っております。
　このような難局も一つ皆様方と共に乗り切っていきたいと思っておりますの
で、どうかこれまで以上に皆様方のお力添えを賜りますように、よろしくお願
いいたしたいと思います。

　終わりに、農業委員会の益々のご発展と皆様方の更なるご活躍を心から祈念
申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。
　今日は、誠におめでとうございます。

事務局
(局長)

　森山議長、ありがとうございました。
　市長、議長におかれましては、この後、公務がございますので、これにて退
席されます。お忙しい中、御出席いただきありがとうございました。

（　市長・議長退席　）

　それでは、本日が農業委員の皆様の初顔合わせでございますので、ここで自
己紹介をお願いしたいと思います。
　仮議席の１番からマイクをお回しいたしますので、マイクが回ってきたら自
己紹介をお願いします。

(　各委員自己紹介　)

　委員の皆様、ありがとうございました。
　それでは、総会式次第４番、仮議長の選任に移ります。
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　会長が互選されるまでの間、仮議長をなされる方はいらっしゃいませんか。

（　立候補なし　）　

　無いようですので、選出の方法につきましては、恒例によりまして、年長の
方に仮議長の職務を行っていただきたいと思います。

本日の出席委員の中で、仮議席６番の○○委員が年長の委員さんでございま
すので、○○委員に仮議長をお願いしたいと思います。
　それでは、○○委員、議長席にお願いします。

仮議長 　皆様、おはようございます。
　○○地区の○○と申します。今回の委員の中で最年長ということで、仮議長
に指名されましたので、よろしくお願いします。
　本日の総会がスムーズに進行できますよう、皆様のご協力をよろしくお願い
いたします。
　本日の議事の進行上、仮議席を指定いたします。
　仮議席は、ただ今ご着席の議席といたします。
　また、本日の総会につきまして、出席者は、１１名で欠席者はございませ
ん。
　定足数に達しておりますので、総会は成立しております。
　なお、本日の議事録署名は、仮議席番号１番委員と仮議席番号２番委員にお
願いいたします。
　また、本日の会議書記には事務局の○○氏にお願いします。
　それでは、総会式次第５番、「会長、会長代理の互選について」を議題とい
たします。互選についてどのような方法があるのか、事務局から説明を求めま
す。

事務局
(局長)

　会長、会長代理の選出でございますが、農業委員会等に関する法律の中に
「農業委員会に会長を置く」また、「会長は、委員が互選したものをもって充
てる」となっております。さらに、「会長が欠けたとき、または、事故がある
ときは、委員が互選したものが、その職務を、代理する」となっております。
　よって、会長一名、会長代理一名の選出をお願いいたします。

　互選の方法としては、投票により行う方法と、推薦・応募による方法があり
ます。二人以上の場合は、投票になります。
　次に、応募がなかった場合は、推薦の方法になります。二人以上の推薦が
あった場合は、投票になります。

　以上、説明とさせていただきます。

仮議長 　ありがとうございました。
　ただいま、事務局より会長、会長代理の互選の方法について、説明がありま
した。応募による方法と推薦による方法があります。二人以上になった場合
は、投票ということでございます。

　それでは、どなたか会長に応募される方は、いらっしゃいませんか。

（応募者なし）

　それでは、応募者がいらっしゃらないようですので、次に推薦される方はい
らっしゃいませんか。
　はい、１１番委員どうぞ。

5 



１１番委員 　１１番の〇〇です。私は、今回初めて農業委員になるので、会長につきまし
ては、農業委員の経験者から推薦・応募で行っていただくほうが良いと思いま
すので、前期の会長の仮議席番号４番委員を推薦いたします。よろしくお願い
いたします。

仮議長 　はい、わかりました。
　ほかに、推薦される方はございませんか。
　現在、会長候補として１名の方の推薦がありました。ほかにどなたか推薦さ
れる方はございませんか。
　はい、１番委員、どうぞ。

１番委員 　１番の○○です。先ほど、意見がございました。私も、会長には仮議席番号
４番委員をお願いしたいと思います。以上です。

仮議長 　はい、わかりました。
　ほかに、推薦される方はございませんか。

（「ありません」という声あり）

仮議長 　ほかにないようでございますので、会長を仮議席番号４番委員とすることに
ついて、賛成の方の挙手をお願いします。

（　挙手多数　）

　ありがとうございました。挙手多数と認め、〇〇委員を会長とすることに決
定いたしました。
　それでは、ただ今、会長を決定していただきましたので、これをもちまして
仮議長を退任させていただきます。
　皆様の御協力のおかげで、議長の大役を無事に果たすことができました。あ
りがとうございました。
　会長と交代いたします。会長、議長席へお願いします。

議　長 　○○委員さん、どうもありがとうございました。
　この度、農業委員会長に任命いただきました、〇〇でございます。
　私は、前期に会長として数か月間だけさせていただきましたけれども、まだ
まだ未熟で不慣れでございますが、今後の鳥栖市の農業の未来像がどうあるべ
きか、そのためにはどのような活動をしていくべきか、鳥栖市の農業振興の形
を皆さんと一緒に作りあげていけたら大変喜ばしいことではないかと思ってお
りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

　それではこれより、鳥栖市農業委員会会長代理の互選を行います。
　会長代理につきまして、どなたか会長代理に応募されることはごさいません
か。

(応募者なし)
　

　応募される方はいらっしゃらないようです。
　それでは、次に推薦される方はいらっしゃいませんか。
　８番委員、はい、どうぞ。

８番委員 　８番の〇〇です。会長代理につきましては、若い仮議席番号３番委員を推薦
いたします。よろしくお願いします。
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議　長 　はい、わかりました。
　ほかに、推薦される方はございませんか。
　現在、会長代理候補として１名の方の推薦がありました。ほかにどなたか推
薦される方はございませんか。
　はい、１番委員、どうぞ。

１番委員 　１番の○○です。同じ言葉になりますが、私も、会長代理には、若くて将来
性がある、総合的に考えましたところで、仮議席番号３番委員をお願いしたい
と思います。以上です。

議　長 　ありがとうございました。ただ今、会長代理候補として、１名の推薦があっ
たところでございます。ほかに推薦される方はございませんか。

（「ありません」という声あり）

　それでは、会長代理を仮議席番号３番委員とすることについて、賛成の方の
挙手をお願いします。

（挙手多数）

　ありがとうございました。挙手多数と認め、仮議席番号３番委員を会長代理
とすることに決定いたしました。
　それでは、会長代理から、御挨拶をお願いいたします。

会長代理 　それでは、皆様、ご推薦ありがとうございました。今期、２期目ということ
で、若手ということで頑張らせていただきたいと思います。
　前期から新産業集積エリアの問題、耕作放棄地、担い手等の問題等、まだま
だ農業に関しましては、いろんな問題を抱えておりますが、若い世代、担い手
を作っていくという役割を持ちながら、鳥栖市の農業の活性化に努めていきた
いと思います。

　また、農業委員会長の補佐として、微力ながら手助けができればと思ってお
りますので、よろしくお願いいたします。

議　長 　ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
　続きまして、総会式次第６番「議席の決定」についてでございます。
　事務局より、説明をお願いします。

事務局
(局長)

　議席の決定については、農業委員会会議規則第５条の規定に基づき「委員の
議席は、会長が定める。」とあります。
　恒例によりますと、会長が定める議席の決定については「くじ」により決定
しておりまが、前期の委員さんの時もそうでしたが、仮議席のままでよろしけ
れば、皆さんが、今、お座りいただいている席を議席とする方法もあります。
以上、説明とさせていただきます。

議　長 　ただ今、事務局から「くじ」による方法と仮議席の番号をそのまま議席とす
る方法があるいうことでしたが、仮議席を議席とすることに、賛成の皆さまの
挙手をお願いします。

（挙手多数）

　ありがとうございました。賛成多数と認めます。
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　それでは、今、皆さんがお座りいただいている仮議席をそのまま議席番号と
いたします。
　議席番号は、次回の８月２０日（木）開催の農業委員会定例委員会より、こ
の番号を指定します。よろしくお願いいたします。
　以上で、本日の　鳥栖市農業委員会総会は、終了いたします。
　これにて、散会いたします。お疲れ様でした。

8 



　農業委員会会議規則第１８条第２項の規定により署名する。

会　長

委　員

委　員
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