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日高町農業委員会総会議事録 

開催日時 令和３年 3 月 19 日（金） 午後１時３０分（開会）   午後２時００分（閉会） 

  

開催場所 日高町役場 2 階 議員控室 

  

出席委員 会長 １番 伊藤 幸寛 ２番 髙橋 良尚 

  ３番 本間 充 ５番 中山 記朗 

  ６番 長田 保雄 ７番 和田 修一 

  ８番 髙藤 修 １０番 吉田 雅利 

  １１番 森永 直幸 １２番 福本 秀雄 

  １３番 髙橋 司 １４番 庄野 宏志 

  １５番 海馬澤 功 １６番 姉川 規晃（会長職務代理者） 

  

事務局職員 事務局長 大友 光晴 

 主幹 吉田 玉美 

 主事 奥野 柊哉 

 支局長 川西 光浩（日高支局） 

 主幹 福士 康弘（日高支局） 

   

参与者 農務課長 湯村 篤司 

  

 
議事日程 

1. 仮議席の指定について 
2. 仮議長の選任について 
3. 会長の選任について 
4. 会長職務代理者の選任ついて 
5. 議席の指定について 
6. 議事録署名委員の指名について 
7. 議案第１号 一般社団法人北海道農業会議の普通会員の指名について 
8. 議案第２号 部会の構成及び正副部会長について 

9. 議案第３号 委員の地区担当について 
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会議の概要 

事務局 ただいまより令和 3 年第３５回日高町農業委員会総会を開会いたします。 

本日は１3 名が出席し、定足数に達しておりますので総会は成立しております。 

最初の総会につきましては、農業委員会等に関する法律第２７条第１項の規定により、

町長が召集することになっております。 

 開会にあたり、町長よりご挨拶申し上げます。 

町長 本日は年度末の何かとお忙しい中、第１回の総会にご出席を頂きありがとうございます。

年度末で色々お忙しいことと思いますし、加えてコロナ禍が昨年から続いてまして、まだ

終息が見えない中で、北海道においても、どうも下げ止まっているような感じで、皆さん

の生活を含めて、それぞれの事業の中で大なり小なり影響があるのかなというふうに思

っております。ちょっとコロナのお話をさせてもらいますが、今一番関心があるのがおそ

らくワクチン接種のことだろうと思いますけれども、東京であれば八王子市がスタートする

ほか、他の自治体でもスタートするとの報道がございますけれども、北海道的にはまだワ

クチンが届いていないという状況の中で、日高町においては、４月の下旬、２６日と言わ

れてますけれども、ファイザー製のワクチンが１箱９７５回分、人数にすると約５００人弱と

なります。今はそれしか判っておりません。高齢者の方を先にとなっているのですが、い

つどのくらいくるかということが判らなければ、なかなか予定も立てづらいということであり

ますので、その辺が明らかになり次第、接種券をこちらから送らせていただいて予約をし

てもらい、希望者の方には接種をしていただくということになりますので、私どもとしても

なるべく早くご案内したいなと思っているんですけれども、なかなかそんな状況なわけで

ございまして、少しお待たせをさせている状況であります。速やかにご案内できればと思

っておりますが、そういうこととお汲み取りを頂きたいと思います。コロナ禍が続いている

わけですけれども、昨年を振り返りますと町内的には、産業で大きくダメージがあるかな

という部分が意外と杞憂に終わったといいますか例えば去年の馬市場なんか見ますと、

購買者が来るのかなと、市場も開けるかなと心配をしていたところ、終わってみればみな

さんご承知のとおりの結果ということですし、ホッカイドウ競馬につきましてもずっと無観

客で最後の３日間だけ人数限定でお客さんに来ていただきましたけれど、これもまたバ

ブル的な売り上げ更新で、５２０億という聞いたことの無いような金額になりまして、コロナ

による違った面があったのかなと思うような年でありました。競馬場に関連してですが、

令和３年度からホッカイドウ競馬の第３期推進プランというのが始まります。主なプランの

中身は、厩舎の建て替えを始めとする施設整備になります。厩舎を全面的に移転すると

いうことで、今予定しているのは駐車場と坂路の間の土地に移転するというものでありま

す。令和３年度から５年間ですけれども、施設整備を重点的にやっていくということで、

ホッカイドウ競馬が好調なこの時期に整備をしていきたいということでございますので、

そういったことが今後行われるということで認識していただければなというふうに思いま

す。農業委員会としてはいろいろ担い手への農地の集積ですとか、農地流動化に携わ

っていただいておりますが、日高町は割と農地の移動が活発でありますので、みなさん

それぞれの担当地区の中でご苦労されることもあるとは思いますけれども、関係法令等

に基づき、適確な業務の遂行をお願い申し上げ、簡単ですけれども冒頭の挨拶とさせ

ていただきます。どうぞよろしくお願いします。 

事務局 それでは、仮議長が決まりますまで、大鷹町長が議事を進行いたします。 

大鷹町長よろしくお願いいたします。 

町長 それでは仮議長が選任されるまで、議事を進めることといたします。 

議事日程第１ 仮議席の指定について、事務局から説明してください。 

事務局 仮議席の指定ですが、慣例により４番と９番は欠番とさせていただいております。 

今座っていただいている席は年齢順で指定させていただいておりますが、これを仮議

席とさせていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

町長 仮議席については、ただ今お座りの場所を仮議席とすることでよろしいでしょうか。 

 （「異議なし」の声） 

町長 それでは、仮議席については、決定いたします。 

次に議事日程第２ 仮議長の選任について議題とします。 

選出についての特別な規定は無いようですので、私の方から指名させて頂いてよろしい
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でしょうか。 

 （「異議なし」の声） 

町長 それでは和田委員を指名させていただきますのでよろしくお願いいたします。 

 (和田委員議長席に着席) 

仮議長 仮議長を務めます和田です。よろしくお願いいたします。 

町長におかれましては、他に公務がございますので、ここで退席されますことをご了承

願います。 

 (町長退席) 

仮議長 それでは、議事日程第３ 会長の選任について議題とします。 

事務局より説明をお願いします。 

事務局 農業委員会等に関する法律第５条第２項の規定により会長の互選を行うものでありま

す。互選の方法として、投票あるいは指名推薦がありますが、これまでの慣例では、各

地区から１名ずつ ５名の委員による選考委員会で協議の上、指名推薦を行ってきてお

ります。以上です。 

仮議長 事務局より説明がありましたが、これまでの慣例にのっとり、選考委員会による指名推薦

としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 （「異議なし」の声） 

仮議長 それでは、選考委員会による指名推薦とします。選考委員については、私から指名させ

ていただくことでよろしいでしょうか。 

 （「異議なし」の声） 

仮議長 それでは、日高地区 福本委員、富川から福滿までの地区 高橋良尚委員、門別本町

から広富までの地区 本間委員、豊郷から賀張までの地区 海馬澤委員、厚賀町から

三和までの地区 姉川委員、以上５名による選考委員会とします。 それでは選考委員

会を開催する間、休憩といたします。 

 （会議終了） 

仮議長 それでは、再開いたします。 

選考委員会より報告をお願いします。 

本間委員 選考委員会で互選をして、私が委員長になりましたので代表して選考結果を発表しま

す。 

 会長については、伊藤幸寛氏を推薦しますのでよろしくお願いいたします。 

また、会長職務代理者については、会長に指名推薦していただくこととしたいのでよろし

くお願いいたします。 

仮議長 ありがとうございます。 

選考委員会より推薦があった伊藤幸寛委員について、会長に選任することとしてよろし

いでしょうか。 

 （「異議なし」の声） 

仮議長 それでは、会長は伊藤幸寛委員に決定いたします。伊藤会長から就任のご挨拶をお願

いします。 

伊藤委員 ただ今ご指名をいただきました伊藤でございます。過去３年間会長を務めさせていただ

いておりますけれども、時代も変わりまして、それぞれの状況の中で各委員のご支援を

いただきながら、日高町農業の発展と振興の為に、皆さんのご指導をいただきながら、

今後３年間お世話になります。どうぞよろしくお願いします。 

仮議長 それでは、これで伊藤会長に議長を交代いたします。 

皆様のご協力により無事、任を終えることができました。ありがとうございます。 

 （議長交代） 

議長 それでは、議事日程第４ 会長職務代理者の選任について議題とします。 

さきほどの選考委員会からの報告の中で、会長職務代理者については、会長の指名推

薦とありましたが、よろしいでしょうか。 

 （「異議なし」の声） 

議長 それでは、会長職務代理者については姉川委員を推薦いたします。 

よろしいでしょうか。 

 （「異議なし」の声） 
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議長 それでは、会長職務代理者については姉川委員に決定いたします。 

それでは、議事日程第５ 議席の指定について議題とします。事務局より説明をお願い

いたします。 

事務局  議席の指定ですが、会議規則第９条で、議席は、あらかじめくじで決めるとありますの

で、仮議席の順にくじを引いて議席を決定したいと考えております。なお、議席の１番は

会長、１６番は会長職務代理者とし、４番・９番については、慣例により欠番とさせていた

だいておりますので、この 4 つの番号はくじから除いております。 

以上です。 

議長 ただ今、事務局から説明があったとおり、仮議席の順にくじを引いて決定するということ

でよろしいでしょうか 

 （「異議なし」の声） 

議長 それでは、仮議席番号の順にくじを引いていただきます。議席が決定するまで暫時休

憩といたします。 

 （くじ引き及び席の移動） 

議長 それでは再開します。事務局から決定した議席について報告してください。 

事務局 議席について報告します。１番伊藤幸寛委員、２番髙橋良尚委員、３番本間充委員、５

番中山記朗委員、６番長田保雄委員、７番和田修一委員、８番髙藤修委員、１０番吉田

雅利委員、１１番森永直幸委員、１２番福本秀雄委員、１３番髙橋司委員、１４番庄野宏

志委員、１５番海馬澤功委員、１６番姉川規晃委員以上です。 

議長 ただ今の報告のとおり議席は決定しました。 

それでは、議事日程第６ 議事録署名委員の指名について、日高町農業委員会会議

規則第１６条によりまして、本総会の議事録署名委員に、２番高橋委員、３番本間委員 

を指名させていただきます。 

なお、会議書記には、事務局の 吉田氏を指名させていただきます。 

次に、議事日程第７ 議案第１号について、議題とさせていただきます。 

事務局より説明をお願い致します。 

事務局 議案書１ページをご覧ください。議案第１号一般社団法人北海道農業会議の普通会員

の指名について、定款第６条第４項第１号により、市町村の農業委員会の会長又は農

業委員会が１名に限って指名した委員と規定されておりますので審議願います。 

議長  ただ今、事務局より説明がありました。お諮り致します。指名の方法について、どなた

かご意見ございませんか。 

１３番高橋司委員 

高橋委員 会長が良いと思います。 

議長 会長というご意見がありました。ほかにございませんか。 

 （「なし」の声） 

議長 なければ会長に決定したいと思いますがよろしいでしょうか。 

 （「異議なし」の声） 

議長 それでは、議案第１号は会長と決定させていただきます。 

次に、議事日程第８ 議案第２号について、議題とさせていただきます。 

事務局より説明をお願い致します。 

事務局 ２ページをご覧ください。議案第２号 部会の構成及び正副部会長について、日高町農

業委員会会議規則第１８条の規定による部会の構成及び正副部会長を決定したいの

で審議願います。 <議案書の朗読・説明＞ 

議長 ただ今、事務局から説明をいただきました。何かご質問ございませんか。 

 （「ありません」の声） 

議長 なければ決定してよろしいでしょうか。 

 （「はい」の声） 

議長 それでは、議案第２号は決定とさせていただきます。 

 

次に、議事日程第９ 議案第３号について、議題とさせていただきます。 

事務局より説明をお願い致します。 

 4 ページをご覧ください。議案第３号 委員の地区担当について 委員の地区担当につ

いて決定したいので審議願います。<議案書の朗読・説明＞ 
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議長 ただ今、事務局から説明をいただきました。何かご質問ございませんか。 

 （「ありません」の声） 

議長 なければ決定してよろしいでしょうか。 

 （「はい」の声） 

議長 それでは、議案第３号は決定とさせていただきます。 

以上で本日の議案は終了いたしました。本日の総会を閉じさせていただきます。ご苦労

様でした。 

上記、会議次第は、書記の記載したものであるが、その内容が正確であることを証するためここに

署名する。 
令和３年３月１９日 

日高町農業委員会 会長  

２番  

３番  
 


