
令和 2年 西川町農業委員会臨時総会 議事録 
 

１ 開催日時   令和 2年 4月 27日（月）13：40～14：05 

 

２ 開催場所   西川町役場 本庁舎 議場 

 

３ 出席委員及び欠席委員 

出欠 議席 氏   名 出欠 議席 氏   名 

○ １番 菅野 與一 ○ ６番 小西  仁 

○ ２番 佐藤 義美 ○ ７番 佐藤 達郎 

○ ３番 佐藤 淳一 ○ ８番 阿部 栄蔵 

○ ４番 佐藤 重美 ○ ９番 工藤 正章 

○ ５番 佐藤 澄子 ○ １０番 高橋 春二 

 

４ 会議事件説明のために出席した者の職氏名は次のとおりである。 

 

   事務局長 工藤信彦、係長 工藤誠 

 

５ 総会に付議した事件名は次のとおりである。 

 

  議案第 14号 西川町農業委員会会長の互選について 

  議案第 15号 西川町農業委員会会長職務代理者の互選について 

 

６ 会議のてん末は次のとおりである。 

 

（午後 1時 40分 開会） 

臨時議長  皆さん、ご苦労様です。 

      ただ今の出席委員は、10名です。 

      定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。 

      これより「令和 2年西川町農業委員会臨時総会」を開会いたします。 

本日の会議は、既に配布しております総会議案書の議事日程により進めて

まいります。 

 

臨時議長  日程第 2「仮議席の指定」を行います。 

1番議席、菅野與一委員。 

2番議席、佐藤義美委員。 

3番議席、佐藤淳一委員。 

4番議席、佐藤重美委員。 

5番議席、佐藤澄子委員。 

6番議席、小西仁委員。 

7番議席、佐藤達郎委員。 

8番議席、阿部栄蔵委員。 

9番議席、私、工藤です。 

10番議席、髙橋春二委員であります。 

 

臨時議長  日程第 3「新委員の自己紹介」であります。新たに農業委員になられまし 

た委員に自己紹介をお願いします。 



初めに菅野與一委員から自己紹介をお願いします。菅野委員は前においで

ください。 

 

菅野委員  間沢の菅野與一です。3年間、農地利用最適化推進委員として活動してきま

して、今年から農業委員として農地の適正利用を推進してまいりたいと思いま

すのでよろしくお願いいたします。 

 

臨時議長  続きまして、佐藤義美委員から自己紹介をお願いします。佐藤委員は前にお

いでください。 

 

佐藤委員  入間の佐藤義美です。同委員会のそうそうたる皆さんと一緒に仕事をでき

る、たいへん身の引き締まる思いでございます。このとおり何もわかりません

ので、皆様方からいろいろなことを教えていただきながら西川町の農地適正利

用のために、更には農業発展のために微力ではございますが尽力してまいりた

いと思います。どうぞよろしくお願いします。 

 

臨時議長  ありがとうございました。 

 

臨時議長  日程第 4「町長挨拶」です。 

      小川町長、お願いします。 

 

小川町長  令和 2年度の農業委員会の臨時総会にあたり挨拶申し上げます。はじめに、

農業行政におきまして皆さんからたいへんなご協力・ご指導をいただき、今、

順調に進んでおりますことに感謝申し上げます。先ほど皆さんに農業委員の辞

令書をお渡ししました。任期は 3年間です。以前は選挙でしたが、前回からは

町の推薦、そして議会の承認ということになりました。そのことで以前より身

近になったような気もします。これから皆さんからご意見をお伺いし、農業行

政を更に推進していきたいと思います。昨年、県内の市町村ごとの総生産経済

成長率が発表されました。お陰様で西川町は全県下で 2番目の伸びを示してい

ます。1番が鶴岡市で 19%、西川町が約 16%で、35市町村中 2番目の伸びで

す。その他の市町村は 10%台が 2つか 3つで、あと 30市町村は一桁台か、ま

たはマイナスの伸びです。県全体の伸びが 3%ですので、いかに西川町の 16%と

いうのが大きいかということになります。内訳で一番大きいのが工業関係で

す。設備投資がなされますと非常に大きなウエイトを占めます。次に大きいの

は旅館業、飲食業です。そして数字は小さいのですが伸び率で大きかったのが

林業です。そして農業も 6%台と、毎年伸びを示しており、これも皆さんのこ

れまでのご指導のお陰だと思っています。特に西川町は冬場の農業収入が少な

いということもあり、冬場の農業所得をどう上げるかということでこれまでや

ってきました。啓翁桜の団地化等の取り組みもそうです。認定農家について

は、私が町長になった頃は一桁台だったのですが現在は 20を超えました。農

業法人も新たに 2法人増え、農業の形態も変わりつつあり、後継者の問題も

徐々に解決してくるのではないかと思っています。これらのことは、農業委員

会の皆さんの農地集積活動等の実績だと思っています。さて、今、新型コロナ

ウィルス感染症拡大が世界の大きな問題となっています。先のリーマンショッ

クのときとは違い、今回は健康と経済の 2つの面があり、町では新型コロナウ

ィルス感染症対策本部を設置して予防対策や経済対策に取り組んでいます。農

業関係については、これまでも町を維持するために大事な産業として農業振興

を進めてきました。今後、更なる取り組みの充実を図るとともに、町の持って



いる資源を生かした農業、冬も取り組める農業、具体的に例を挙げればハウス

栽培等の普及です。西川町は雪が多いですが克服できると思っています。これ

らを大きな課題と捉え、農業行政を推進していきたいと思います。農業委員と

して今後 3年間に限らず、町へのご指導ご協力をお願い申し上げまして、一言

挨拶申し上げます。よろしくお願いします。 

 

臨時議長  ありがとうございました。 

ここで、小川町長におかれましては次の公務がございますのでご退席にな

ります。ご多忙のところありがとうございました。 

      （小川町長が退室） 

 

臨時議長  日程第 5 議案第 14号「西川町農業委員会会長の互選について」を議題と 

いたします。 

      事務局に議案の朗読および説明を求めます。 

 

事 務 局  （議案を朗読） 

      会長の選任につきましては、農業委員会等に関する法律の第 5条第 2項に

「会長は、委員が互選した者をもって充てる」とあります。この法律に基づき

改選時に委員のみなさんから互選していただき会長を決めております。ご協議

のほど宜しくお願いいたします。 

 

臨時議長  新会長の互選について、皆さんからご意見ございませんか。 

      （阿部委員が挙手） 

      ８番、阿部委員。 

 

阿部委員  新会長に髙橋春二委員を推薦します。 

 

臨時議長  ただ今、髙橋春二委員を推薦する意見がありましたが、他に意見ございませ 

んか。 

      （なしの声があり） 

      「なし」の声がありますので、質疑を終結し、採決します。 

西川町農業委員会会長に髙橋春二委員を決定することに賛成の委員の挙手を 

求めます。 

      全員賛成であります。よって会長は髙橋春二委員に決定いたしました。 

 

臨時議長  日程第 6「新会長就任の挨拶」を髙橋新会長よりお願いします。 

 

髙橋会長  只今、会長の指名を受け、身の引き締まる思いであります。今、西川町の農

業は農業者の高齢化、また担い手不足と非常に厳しい状況であります。私は今

後 1期 3年間、現耕作地の現状維持を目標にやっていきたいと思っておりま

す。これも委員の皆様のご協力がなければ出来ません。今後 1期 3年間、西川

町の農業発展、振興のために頑張っていきたいと思いますので、委員の皆様の

ご協力よろしくお願いをいたしまして、簡単ではありますが就任の挨拶とさせ

ていただきます。よろしくお願いします。 

 

臨時議長  それでは、髙橋会長と議長を交代します。ありがとうございました。 

 

     （議長が交代） 



 

議  長  皆さん、ご苦労様です。 

      議長を交代し、議事を続けます。 

 

議  長  日程第 7 「議席の指定」を行います。 

1番議席、菅野與一委員。 

2番議席、佐藤義美委員。 

3番議席、佐藤淳一委員。 

4番議席、佐藤重美委員。 

5番議席、佐藤澄子委員。 

6番議席、小西仁委員。 

7番議席、佐藤達郎委員。 

8番議席、阿部栄蔵委員。 

9番議席、工藤正章委員。 

10番議席、私、髙橋であります。 

 

議  長  日程第 8 「会議録署名委員の指名」を行います。 

      1番 菅野委員、2番 佐藤委員 を指名します。 

 

議  長  日程第 9 議案第 15号「西川町農業委員会会長職務代理者の互選につい 

て」を議題といたします。 

      事務局に議案の朗読および説明を求めます。 

 

事 務 局  （議案を朗読） 

会長職務代理者の選任につきましては、農業委員会等に関する法律の第 5

条第 5項に「会長が欠けたとき又は事故があるときは、委員が互選した者が

その職務を代理する」とあります。この法律に基づき会長同様に委員のみな

さんから互選していただき代理を決めております。ご協議のほど宜しくお願

いいたします。 

 

議  長  会長職務代理者について、皆さんからご意見ございませんか。 

      （工藤委員が挙手） 

      9番、工藤委員。 

 

工藤委員  会長職務代理者に佐藤達郎委員を推薦します。 

 

議  長  ただ今、佐藤達郎委員を推薦する意見がありましたが、他に意見ございませ 

んか。 

      （なしの声があり） 

      「なし」の声がありますので、質疑を終結し、採決します。 

西川町農業委員会会長職務代理者に佐藤達郎委員を決定することに賛成の

委員の挙手を求めます。 

全員賛成であります。よって会長職務代理者は佐藤達郎委員に決定いたしま 

した。 

 

議  長  以上で、本日の総会に付議された案件の審議は全て終了しました。 

      会議を閉じ、令和 2年西川町農業委員会臨時総会を閉会します。 

      ご苦労様でした。 



 

（午後 2時 05分 閉会） 

 


