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   平生町告示第２５号 

    平成２３年第６回平生町議会臨時会を、次のとおり招集する。 

       平成２３年７月２２日 

                             平生町長 山田 健一 

   １ 期  日  平成２３年７月２６日 

   ２ 場  所  平生町議会議事堂 

   ３ 付議事項 

（１）平生町農業委員会委員の推薦について 

────────────────────────────── 

   ○開会日に応招した議員 

松本 武士君         村中 仁司君 

久保 俊一君         中川 裕之君 

河藤 泰明君         渕上 正博君 

細田留美子さん         柳井 靖雄君 

河内山宏充君         平岡 正一君 

岩本ひろ子さん         福田 洋明君 

────────────────────────────── 

   ○応招しなかった議員 

────────────────────────────── 
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────────────────────────────────────── 

平成２３年 第６回（臨時）平 生 町 議 会 会 議 録（第１日） 

                         平成２３年７月２６日（火曜日） 

────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                     平成２３年７月２６日 午前９時００分開会 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 諸般の報告 

日程第４ 平生町農業委員会委員の推薦について 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

日程第２  会期の決定（１日間） 

日程第４ 平生町農業委員会委員の推薦について 

────────────────────────────── 

出席議員（１２名） 

１番 松本 武士君       ２番 村中 仁司君 

３番 久保 俊一君       ５番 中川 裕之君 

６番 河藤 泰明君       ７番 渕上 正博君 

８番 細田留美子さん       ９番 柳井 靖雄君 

10番 河内山宏充君       11番 平岡 正一君 

12番 岩本ひろ子さん       13番 福田 洋明君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 羽山 敦紀君       書記 岩井 浩治君 

────────────────────────────── 

参与として出席した者の職氏名 

町長 ………………… 山田 健一君  副町長 ………………… 佐竹 秀道君 
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教育長 ………………… 高木 哲夫君  総務課長 …………… 吉賀 康宏君 

────────────────────────────── 

午前９時００分開会・開議 

○議長（福田 洋明君）  ただいまの出席議員は１２名であります。定足数に達しておりますので、

これより平成２３年第６回平生町議会臨時会を開会いたします。 

直ちに本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（福田 洋明君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１０９条の規定により、議長において、細田留美子議員、柳井

靖雄議員を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（福田 洋明君）  日程第２、会期の決定の件を議題といたします。 

お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日の１日間といたしたいと思います。これに御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  御異議なしと認めます。よって、会期は１日間と決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸般の報告 

○議長（福田 洋明君）  日程第３、諸般の報告をいたします。 

諸般の報告につきましては、地方自治法第２３５条の２第３項の規定による平成２３年７月分

の例月出納検査の結果報告は、お手元に配布のとおりであります。 

なお、参与として、山田町長、佐竹副町長、高木教育長、吉賀総務課長の出席をお願いしてお

ります。 

これをもって、諸般の報告を終わります。 

ここで、山田町長からあいさつしたい旨の申し出がありますので、これを許します。山田町長。 

○町長（山田 健一君）  議員の皆さん、おはようございます。 

 今年は早い梅雨入りが影響してか、全国的に平年より随分早い梅雨明けとなったところであり

ます。梅雨明けと同時に強い日差しが照りつけて、酷暑であった昨年を上回るペースで各地の熱

中症患者も急増いたしております。気象庁では新たに高温注意報を発表し熱中症への注意を促し
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ておりますが、節電意識が高じて熱中症となるケースも報告されておりますだけに、無理をせず

早めの対策を講じてほしいものであります。 

 また、先日の台風６号につきましては、進行が遅く勢力も衰えないことから、雨による災害も

懸念をされておりましたけれども、幸いにして当地方には大きな被害もなく経過いたしました。 

しかしながら、西日本から東日本各地に記録的な大雨をもたらし深いつめ跡を残したところで

あります。今や台風災害も過去の経験からだけではなかなか状況の読めないものとなっておりま

す。進路のほんのわずかな差で地域の明暗を分ける結果にもなるだけに、これからまだまだ危機

管理意識をしっかり持って対処していかなければと考えているところであります。 

 そのさなか、第６回平生町議会臨時会を開催いたしましたところ、議員の皆様方におかれまし

ては、御多忙にもかかわりませず全員の御出席を賜りまして、誠にありがとうございます。 

 本臨時会におきましては、農業委員会等に関する法律の定めによりまして、議会からの農業委

員の推薦をいただくものであります。 

 今月１０日の平生町農業委員会委員一般選挙では、９名の方々が無投票当選をされ、選挙によ

る９名の方は既にお決まりでございます。さらに、南すおう農業協同組合、山口県東部農業共済

組合及び平生土地改良区に対し、それぞれ推薦依頼を申し上げましたところ、平生土地改良区か

らは推薦辞退の申し出がありましたが、南すおう農業協同組合、山口県東部農業共済組合からは、

それぞれ１名の推薦をいただいているところであります。これらの方々に、本日の議会推薦の方

を加えまして、今月の３０日から新たな農業委員での任期開始となりますが、向こう３年間、本

町の農政進展に向けて、御活躍を期待するものであります。 

 現在、農業や農産物を取り巻く情勢は、日本の食料自給率が４０パーセントまで落ち込んだと

言われる中にあって、日本人の健康と美しい環境、そして子供たちへの未来を守る意味からも、

消費と生産の両面から抜本的に見直していくことが必要となっております。さらに、ＴＰＰ環太

平洋パートナーシップ協定と今後の日本の農業との関係もあわせ考えれば、将来の農業のあるべ

き姿は、国を挙げて解決を図っていかなければならない喫緊の課題でもあります。 

 本町におきましても、農業従事者の高齢化や後継者不足によって、耕作放棄地の増加が目に付

いております。農業委員会におかれましては農地の利用状況の調査を通じた遊休農地の発生防止、

解消に向けての指導に重点的に取り組みをいただいているところであります。また、遊休農地の

再生利用や、新たな農業の担い手発掘を目的とした「農業体験農園」への参画など、町農政施策

への取り組みに積極的に御協力をいただいているところであります。 

 このように農業委員会に課せられた使命は誠に大きく、農業委員としての活動も年々幅も広

がりを見せるとともに、期待も大きくなっている状況であります。さらに本町農業の歩んでき

た歴史等も考慮いただきまして、議会における農業委員の御推薦をいただきますようお願いを



- 5 - 

申し上げるところであります。本日はよろしくお願いをいたします。 

○議長（福田 洋明君）  これをもちまして町長のあいさつを終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．平生町農業委員会委員の推薦について 

○議長（福田 洋明君）  日程第４、平生町農業委員会委員の推薦についての件を議題といたし

ます。 

お諮りいたします。議会推薦の農業委員２名のうち、まず河内山宏充議員を推薦したいと思い

ます。なお、地方自治法第１１７条の規定により除斥に該当しますので、河内山宏充議員の退席

をお願いします。 

〔１０番 河内山宏充君 退席〕 

○議長（福田 洋明君）  それでは、河内山宏充議員を農業委員として推薦することに御異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  御異議なしと認めます。よって、河内山宏充議員を推薦することに決し

ました。どうぞお入りください。 

〔１０番 河内山宏充君 入場〕 

○議長（福田 洋明君）  次に、農業委員として細田留美子議員を推薦したいと思います。同じく

除斥に該当しますので、細田留美子議員の退席をお願いします。 

〔８番 細田留美子さん 退席〕 

○議長（福田 洋明君）  それでは、細田留美子議員を農業委員として推薦することに御異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  御異議なしと認めます。よって、細田留美子議員を推薦することに決し

ました。どうぞお入りください。 

〔８番 細田留美子さん 入場〕 

○議長（福田 洋明君）  したがいまして、議会推薦の農業委員は２人とし、河内山宏充議員、細

田留美子議員、以上の方を推薦することに決しました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（福田 洋明君）  以上をもって本臨時会に付議されました案件の審議は終了いたしました。 

これにて平成２３年第６回平生町議会臨時会を閉会いたします。 

午前９時１０分閉会 

────────────────────────────── 
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   地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

                  議  長   福 田 洋 明 

                  署名議員   細 田 留美子 

                  署名議員   柳 井 靖 雄 
 


