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   平生町告示第１８号 

    平成２６年第３回平生町議会臨時会を、次のとおり招集する。 

       平成２６年７月１７日 

                             平生町長 山田 健一 

   １ 期  日  平成２６年７月２３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２６年 第３回（臨時）平 生 町 議 会 会 議 録（第１日） 

                         平成２６年７月２３日（水曜日） 

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

議事日程（第１号） 

                     平成２６年７月２３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 河島  建君       書記 村井 泰行君 

────────────────────────────── 

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 …………… 羽山 敦紀君 

────────────────────────────── 

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２６年第３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１１６条の規定により、議長において、村中仁司議員、久保俊

一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、本日１日と決しました。 

────────────・────・──────────── 

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２６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、本日は、参与として、山田町長、佐竹副町長、高木教育長、羽山総務課長に出席をお願

いいたしております。 

これをもって、諸般の報告を終わります。 

ここで、山田町長から挨拶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。 

 今年の梅雨は、エルニーニョ現象の影響によるものか、大雨を降らせたり、真夏日を記録した

りと、全国的にも不安定な気候が続いておりましたが、７月２１日に気象台の発表により、平年

より２日遅く、昨年より１３日遅い梅雨明けとなりました。 
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 また、先日の台風８号につきましては、７月としては過去最強クラスということで、気象庁は

沖縄地方に「特別警報」を発令し、警戒態勢がしかれたところであります。 

山口県におきましては、１０日には最接近するという情報のもと、満潮時とも重なるというこ

とで、本町におきましても９日の午前と午後に台風対策会議を開催し、情報伝達の方法や各課に

おける施設等の管理体制、そして避難所の開設体制等につきましても確認をしたところでありま

す。 

雨による災害も懸念をされておりましたが、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、沖縄地方をはじめとして、九州から遠く東日本各地に記録的な大雨を

もたらし、深い爪痕を残したところであります。台風シーズンはこれからが本番です。十分な備

えと迅速な対応を心がけ、危機管理意識をしっかり持って対処していかなければいけないと、改

めて肝に銘じているところでございます。 

 そのさなか、第３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、まこと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６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

委員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

政推進に向け、御活躍を期待するものであります。 

 現在の農業や農産物を取り巻く情勢は、日本の食料自給率が４０％まで落ち込んだといわれる

中にあって、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環太平洋連携協定と今後の日本の農業との関係も考えあわせれば、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、耕作放棄地が増加している

ところでありまして、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、解消指導に重点的にお取り組み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まことに大きなものがあり、農業委員としての活躍

の幅も大きく広がりを見せておりますとともに、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も御考慮いただきまして、議会における農業委員の御推薦を
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いただきますようにお願いを申し上げたいと思います。 

 本日はよろしくお願い申し上げます。  

○議長（福田 洋明君）  これをもちまして、町長の挨拶を終わります。 

────────────・────・──────────── 

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。 

 本件につきましては、農業委員会等に関する法律第１２条第１項第２号により、議会において

学識経験者を推薦するものであります。 

お諮りいたします。議会推薦の農業委員は２名として、その２名のうち、まず岩本ひろ子議員

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、岩

本ひろ子議員の退席をお願いします。 

〔１２番 岩本ひろ子さん 退席〕 

○議長（福田 洋明君）  それでは、岩本ひろ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、岩本ひろ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。 

〔１２番 岩本ひろ子さん 入場〕 

○議長（福田 洋明君）  次に、もう１名の農業委員として、村中仁司議員を推薦したいと思いま

す。同じく除斥に該当いたしますので、村中仁司議員の退席をお願いします。 

〔２番 村中仁司君 退席〕 

○議長（福田 洋明君）  それでは、村中仁司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、村中仁司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。 

〔２番 村中仁司君 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名とし、岩本ひろ子議員、村

中仁司議員、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
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た。 

これにて平成２６年第３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   村 中 仁 司 
 
 

                  署名議員   久 保 俊 一 
 

 


