
平成２８年 

海老名市農業委員会初総会議事録 

                 日  時    平成２８年４月１日

                           １３時３０分～１４時５５分

                 会  場    海老名市役所６階議員全員協議会室
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平成２８年海老名市農業委員会初総会議事録

 平成２８年４月１日「平成２８年海老名市農業委員会初総会」を海老名市議会全員協議

会室に招集した。招集委員は１４名、応召委員は１４名で次のとおりである。 

 1番 鈴木 守   2番 加藤 晃   3番 清水 澄雄  4番 瀬戸 正己 

 5番 小島 冨士男  6番 平井 敬   7番 加藤 忠晴  8番 竹内 章人

 9番 尾上 富夫 10番 井出 彰  11番 木島 稔  12番 森 征男 

13番 齋藤 孝一 14番 大矢 美知子 

 また、出席した農地利用最適化推進委員は６名で次のとおりである。

15番 中山 勇  16番 塩脇 勉  17番 新戸 和夫 18番 守屋 福夫

19番 宮台 孝治 20番 細川 英治

事務局の出席は次のとおりである。

 事務局長 植松 正、 次長 山本 聡一、 管理係長 鈴木 真、主事 籔本 浩平、 

 主事 湊 大輝

会議事項は次のとおりである。

 日程第１． 会長及び会長職務代理の選任について 

 日程第２． 議席番号の決定について 

 日程第３． 農地利用最適化推進委員の委嘱について 

 日程第４． 農地等紛争・あっせん委員会並びに特別小委員会の設置及び正副委員長の 

選出について

事務局長より開会の宣言。（開会の時間： 午後１時３０分） 

【事務局長】  それでは、定刻になりましたので、初総会を始めさせていただきます。

本日は、新しい委員の方によります最初の総会でございます。先ほどの就
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任式でも私からお名前をお呼びいたしましたが、お名前だけでしたので、

簡単に、で結構ですので、自席で自己紹介をお願いしたいと思います。 

 小島委員から順に右回りでお願いしたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

【小島委員】  小島冨士男と言います。大谷で農業をしております。作物は、畑で植木

の栽培を行っております。お米もつくっております。私ごとで恐縮ですが、

私、最近耳を悪くしまして、ちょっと難聴になっております。皆様方に、

えっと聞き直すことがあるかもしれませんが、ご理解のほどよろしくお願

いしたいと思います。以上です。 

【平井委員】  平井と申します。どうかよろしくお願いいたします。私は、ずっとサラ

リーマンをしていて、形式的に退職者専業というような形で、やむなく農

業とかかわったという経過がございまして、この数年でだんだんと農業環

境、農業事情を、少しずつですが、わかるようになってまいりました。こ

の激動の時代ではありますが、何とか皆さんの役に立ちたいと思っており

ます。どうかよろしくお願いいたします。 

【瀬戸委員】  河原口地区の瀬戸と申します。土地改良区の推薦を受け、この役目を引

き受けさせていただきました。３年間よろしくお願いいたします。 

【加藤晃委員】 上郷地区から選出された加藤と申します。前１期、３年間農業委員をや

らせていただきました。なかなか勉強不足で、皆さんと一緒についていく

のは大変ですが、ひとつ３年間よろしくお願いします。 

【加藤忠晴委員】上今泉から推薦されて、今農業委員をやらせていただいています加藤忠

晴と申します。私も今、加藤晃委員のお話で、今度２期目という形なので

すが、何もわかりません。皆様方と一緒にやっていきたいと思いますので、

ひとつよろしくお願いいたします。 

【竹内委員】  柏ケ谷の竹内です。よろしくお願いします。皆さん、作物とか言ってい

ますが、私は一応、シイタケを栽培しております。農業委員には地元の方

が、おまえ、若いのだからやれということで推薦をいただきました。でき

る限り勉強しながらやっていきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

【尾上委員】  中河内地区から出ました尾上富夫と申します。作物は、今はちょうど菊
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の芽取りを行って、大体芽を取って２週間ぐらいは冷蔵庫に入れておくの

ですが、その後、芽挿しをして、発根したら定植するというふうな流れで

すが、今はそういう作業です。この後はブルーベリーがなってくると、ブ

ルーベリーをもいで、あとは、秋になると今度は柿ということで、柿は太

秋柿という今流行っている大きい柿ですが、その柿をメインにつくってお

ります。３年間ひとつ、そんなことで忙しい毎日を送るようになるかと思

いますが、皆さん方のご協力をよろしくお願いいたします。以上でござい

ます。 

【清水委員】  海老名市園芸協会から選出された清水でございます。私は住まいは中野

でございます。作物は、ハウスでトマトとキュウリをつくっております。

まだ現役でございます。３年間、どうぞよろしくお願いします。 

【鈴木委員】  私は団体推薦で、農業経営・生産対策推進会議からご推薦いただきまし

た。私は皆さんと違って、主が農業ではないものですから、どちらかとい

うと商業をずっと何十年とやっている者でございます。ですから、この中

の皆さん方からすると異色かもしれませんが、皆さん方に教わりながら３

年間務めたいと思っておりますので、どうぞひとつよろしくお願い申し上

げます。 

【大矢委員】  本郷の大矢と申します。私は、私の両親と息子と私と４人で農業をして

おります。土日は、農協職員であります主人と５人でイチゴをつくってお

ります。大変なところに来てしまったという思いでいっぱいですが、皆さ

んにご迷惑にならないように頑張りたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

【齋藤委員】  門沢橋から来ました齋藤と申します。よろしくお願いします。顔見知り

の人もおられると思いますが、私は４０年近く農協で職員として勤務させ

ていただきました。その後は、今、農業委員ということで、多少の農業を

営むという予定でございます。３年間ですが、よろしくお願いいたします。 

【森 委 員】  本郷の森と申します。私も勤めていたので農業は余りやっていなかった

のですが、勤めをやめたときに県立農業アカデミーで１年間農業の勉強を

してきました。ただ、それが役に立っているかというと、余り立っていま

せんが。自分のそばにある畑で今、出荷はできないですが、一生懸命作物
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をつくっています。この農業委員でそういうことが役に立ったらいいなと

思っております。どうぞ皆さんよろしくお願いします。 

【木島委員】  私はレタス、キャベツをメインに、サービスエリアの東側でつくってい

ます。木島稔です、よろしくお願いします。 

【井出委員】  社家地区から推薦いただきました井出です。私もサラリーマンを長いこ

とやっておりまして、５３歳です。年寄りが年をとりましたので、両親と

一緒に１０年ちょっと農業をやって、ハウス等でこれからキュウリを作付

して、グリーンセンターへ出すような形だと思います。農業委員は今回初

めてなので、わからない点もあると思うのですが、どうぞ３年間よろしく

お願いしたいと思います。 

【事務局長】  ありがとうございました。皆様には今後ともよろしくお願いいたします。 

 次に事務局職員ですが、先ほどご紹介しましたとおり私は事務局長の植

松と申します。よろしくお願いいたします。あと、次長併任で農政課長の

山本聡一、事務局の管理係長の鈴木、ほかにも職員はおりますが、後ほど

またご紹介したいと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは次に、早速議事に入らせていただきます。 

 農業委員の任期満了による任命後の最初に行われます総会は、法律で市

長が招集することとなってございます。初めに内野市長より招集の挨拶を

お願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

【内野市長】  今、事務局長から話があったとおり、最初の総会は市長が招集すること

になっております。就任式直後の総会という形でご足労願っています。よ

ろしくお願い申し上げたいと思います。 

 初総会の内容は、役員選出など各役員のお仕事の割り振りについてご協

議をいただきたいということ。そして今後の総会の日程については、月１

回、さまざまな議題に沿って審議をしていただく、あるいは都市農業と調

和のとれたまちづくり、農業の維持・活性化に向けたご協力、そういった

面では、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

 なお、農業委員会にこうして出席するのはこれが最後だと思いますから、

お話をさせていただきたいと思うのですが、昨年、農業委員会の改選と農

業委員会の法律が閣議決定されるのがちょうど一緒でした。そのころ、農
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業委員会では、一応各地区から生産組合で新しい農業委員を選んでいただ

きました。しかしながら、法律の改正が９月頭に公布されて、ちょうどそ

の９月に改選予定の農業委員会については、そのときの委員の任期を延長

して、４月１日から施行される新制度で、新しく１４名の農業委員を選ん

でくださいと。それとともに、先ほど鈴木委員がおっしゃった農地利用最

適化推進委員の委嘱、６名の方と。この６名については、海老名の農地面

積で考えると、６名が適正だという話でありますが、さまざまなそういっ

た議論がありました。そういった面では、もう最初に候補を２０名決めて

おりましたので、ここで大変混乱していたと思っています。 

 しかしながら、新しい法の制度でスタートしたいという形で、一回白紙

に戻していただいて、それぞれこういった形になったということでご承知

おきいただきたいと思います。 

 そのときにもう１つ話題になったことが報酬の関係であります。農業委

員の報酬と推進委員の報酬をどうしようかという議論がありまして、事務

局でいろいろ調べてもさまざまで、４月１日から新しい法律のもとでやる

農業委員会は、県内では相模原市と海老名市と開成町ぐらいしかありませ

ん。ほかの市町では、そのまま同じようにしようという形でやりましたが、

海老名市では農業委員の報酬は引き上げて、推進委員はいろいろ活動され

るということがありますから、日額報酬でやったらという形で、いわゆる

特別報酬審に諮問し、答申をいただいて、そういった結果になりました。 

 そういった中では、報酬審の中でも、農業委員の報酬が安過ぎるのでは

ないかという議論もあったそうでございます。そういうこともございます

ので、どうかよろしくお願い申し上げたいと思います。 

 以上であります。 

【事務局長】  どうもありがとうございました。 

 本来ですと、仮議長が決まるまで、市長が議長を務めることになってご

ざいますが、次の公務の予定も入ってございますので、市長はここで退席

させていただきます。 

          （市長退席） 

【事務局長】  それでは、しばらくの間、私のほうで議長を務めますので、よろしくお
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願いいたします。失礼ですが、座って進めさせていただきます。 

 それでは、お手元に資料があると思います。ここで資料の確認をさせて

いただきたいと思います。 

 まず、クリップ留めで総会の資料の次第があると思います。次にめくっ

て年齢順の委員名簿があると思います。あと、右上に資料１と書かれたホ

チキス留めの資料もあるかと思います。その後に日程３ということで農地

利用最適化推進委員の１枚物の資料もあるかと思います。 

 あとは、手提げ袋の中にいろいろ資料をそろえております。海老名市の

行政機構図とか、海老名市第四次総合計画の冊子、地価公示の地価調査ポ

イント一覧など、また後ほど見ていただければと思いますので、読み上げ

させていただきます。海老名市都市マスタープラン概要版、海老名市緑の

基本計画、海老名市景観推進計画、海老名市人口ビジョン、海老名市かが

やき持続総合戦略といった資料を用意しました。この資料は今後いろいろ

な面で役に立つものもございますので、後ほど見ていただければと思いま

す。 

 それでは、次第に従って議事を進めさせていただきます。次第の３に議

事録署名委員の指名とございます。これについてお諮りしたいと思います。 

 議事録は、皆様の総会での発言を記録として残すために作成するもので、

ホームページ等で公開してございます。総会が終わりましたら議事録を作

成して、委員２名の署名をいただくことになります。まず議事録署名の委

員の指名についていかがいたしましょうか、お諮りしたいと思います。 

       （「事務局一任」の声あり） 

【事務局長】  ただいま委員から事務局一任という発言がございました。それでは、事

務局より指名方法の提案をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【事務局長】  異議なしという声がございましたので、事務局の案を説明します。 

 この議事録署名委員については慣例がございまして、今座っていただい

ております大谷、中新田、河原口といった行政地区の順序で、毎回２名ず

つお願いしています。したがいまして、今回の総会においては大谷地区の

小島冨士男委員と中新田地区の平井敬委員の２名を指名ということになり
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ますが、よろしいでしょうか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【事務局長】  異議なしということですので、今総会の議事録署名委員は、小島冨士男

委員と平井敬委員とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 続いて次第の４、仮議長の選出についてお諮りしたいと思います。 

 仮議長については、次の議題にあるように、会長及び会長職務代理の選

任がされるまでの間、会議の議長を務めていただくものでございます。 

 仮議長の選出については、いかがいたしましょうか。 

       （「事務局一任」の声あり） 

【事務局長】  今、事務局一任という発言がございました。それでは、事務局案を提案

させていただきます。 

 この仮議長の選出についても慣例がございまして、委員の経験年数の長

い委員にお願いしてございます。今回は、引き続き農業委員を務めていた

だき、また年齢の上の方で、加藤晃委員にお願いすることでいかがでしょ

うか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【事務局長】  よろしいでしょうか。異議なしという声がありましたので、仮議長は加

藤晃委員にお願いしたいと思います。 

 それでは、加藤晃委員、仮議長の席へお願いいたします。 

       （加藤晃委員、議長席に着く） 

【事務局長】  それでは、加藤晃委員に議長席にお移りいただきましたので、一言ご挨

拶をお願いしたいと思います。 

【仮 議 長】  ただいま仮議長の指名を受けた加藤晃と申します。私は今回で２期目の

委員を務めさせていただきますが、こうした席はかなり不慣れなもので、

皆さんのご協力をお願いいたします。大変僣越ですが、しばらくの間、仮

議長を務めさせていただきます。よろしくお願いします。 

 それでは、これより議事に移ります。 

 日程第１、会長及び会長職務代理の選任についてを議題といたします。 

 農業委員会等に関する法律第５条の規定により、農業委員会に会長及び

会長職務代理を置くことになっております。選任の方法についてお諮りし
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たいと思います。選任方法については海老名市農業委員会規程第２条で、

委員の無記名投票による方法と、指名推選による方法の２通りがございま

す。皆さんのご意見をお願いいたします。 

       （「仮議長一任」の声あり） 

【仮 議 長】  仮議長一任ということですが、よろしいでしょうか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【仮 議 長】  異議なしということですので、会長と会長職務代理の選任方法について

前回の経過あるいは前例について事務局から説明をお願いいたします。 

【事務局長】  選任方法ですが、前回は選考委員会を設けて、指名推選の方法で行って

おります。 

 以上でございます。 

【仮 議 長】  今、事務局から説明がありましたが、選考委員会を設け、指名推選の方

法でよろしいでしょうか。皆さんのご意見をお願いします。 

       （「異議なし」の声あり） 

【仮 議 長】  それでは、異議なしということですので、会長と会長職務代理の選任に

ついては選考委員会による指名推選とさせていただきます。 

 選考委員会の設置案があれば、事務局から説明をお願いいたします。 

【事務局長】  それでは、選考委員会について設置の案を説明させていただきます。こ

ちらも慣例によって、皆様の中で５名を選出し、その５名の構成で選考委

員会を設置したいと考えてございます。 

 以上でございます。 

【仮 議 長】  今、事務局から説明がありましたが、今回、委員さん皆さん初めての顔

合わせということで、事務局から委員の指名をしていただけたらありがた

いのですが、よろしいでしょうか、いかがでしょうか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【仮 議 長】  異議なしということですので、事務局で５名の委員の指名をしていただ

きたいと思います。 

【事務局長】  それでは、事務局の選考委員の５名の案ですが、まず河原口地区の瀬戸

正己委員、上今泉地区の加藤忠晴委員、柏ケ谷地区の竹内章人委員、杉久

保地区の木島稔委員、本郷東地区の森征男委員の５名の委員にお願いした
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いと思いますが、いかがでしょうか。 

【仮 議 長】  ５名の委員について、ただいま事務局からの案が発表されましたが、い

かがでしょうか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【仮 議 長】  それでは、異議なしということですので、選考委員は事務局から発表の

あった５名の方に決めさせていただきます。 

 それでは、これから別室で選考委員会を開いていただきたいと思います

ので、２時１５分から再開ということで、それまで暫時休憩といたします。

よろしくお願いします。 

          （休 憩） 

【仮 議 長】  それでは、休憩を解きまして会議を再開いたします。 

 まず、選考委員の中で選考委員長をお決めになったと思いますが、協議

の結果を選考委員長からお願いいたします。 

【瀬戸委員】  それでは、別室で５名の選考委員により慎重に検討した結果を発表いた

します。 

 会長に鈴木守さん、会長職務代理に加藤晃さんを推選することに決定い

たしました。ご承認をよろしくお願いいたします。（拍手） 

【仮 議 長】  ただいま瀬戸委員長から、会長に鈴木守委員、会長職務代理に加藤晃委

員を推選するという発表がありました。ご承認いただける方の拍手をお願

いいたします。 

          （拍 手） 

【仮 議 長】  ありがとうございました。それでは、拍手全員ということで、会長に鈴

木委員、会長職務代理に加藤晃委員で指名推選され、承認されました。 

 会長と会長職務代理が決まりましたので、仮議長をおりさせていただき

ます。何分不慣れな仮議長でしたが、皆様の協力によりスムーズに議事が

終了いたしましたことに御礼申し上げます。この席を会長と交代いたしま

す。どうもありがとうございました。 

【事務局長】  加藤晃委員には、仮議長という重責をありがとうございました。 

 それでは、鈴木委員、前に移動をお願いいたします。 

          （議長席交代） 
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【事務局長】  それでは、会長に決まりました鈴木委員から会長就任のご挨拶をお願い

いたします。 

【会  長】  会長職を任命いただきまして改めて身の引き締まる思いでございます。

農業委員会の果たす役割につきましては、先ほど新就任ということで皆様

の前でお話ししたとおりでございますが、海老名市におきましても農業、

また農地、大変厳しい状況下にあると、皆さんと同じように認識させてい

ただいているところであります。そのような中、国では新たに昨年の４月

ですが、都市農業振興基本法が成立いたしまして、都市に農地があるとい

うことのすばらしさの位置づけがされておるわけでございます。また、海

老名市におきましても都市近郊ということで、ここ数年、都市化の波の中

で農地の減少が進んでおります。これは交通の利便性がよ過ぎるというと

ころもございますが、そのような中におきましても、しっかりと農業を守

り、そして育てようとする大勢の農家の方もいらっしゃるわけでございま

す。農業委員会の果たす役割というのは、そのような積極的な農家の方、

またその土地をしっかりと守る、これが使命であろうかと思います。 

 皆さん方とこの３年間、その精神また趣旨にのっとりまして農業委員会

を一生懸命運営させていただきたいと思っております。ご協力のほどをよ

ろしくお願いしまして会長就任の挨拶とさせていただきます。どうぞよろ

しくお願い申し上げます。 

【事務局長】  ありがとうございました。 

 続きまして、会長職務代理に決まりました加藤晃委員から、会長職務代

理就任のご挨拶を自席からよろしくお願いいたします。 

【会長職務代理】  ただいま会長職務代理を仰せつかりました上郷地区の加藤晃と申し

ます。農業委員経験はまだ前期の３年間のみということですが、職務代理

という大役を仰せつかり、勉強不足の面もありまして大変不安であります。

委員の皆様と事務局長、事務方の協力をいただきまして、微力ではありま

すが、会長または委員会の運営にお役に立てるよう努力をいたします。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

【事務局長】  ありがとうございました。 

 会長及び会長職務代理が決まりましたので、海老名市農業委員会会議規
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則の第４条の規定により、会長が議長となりますので、以後につきまして

は鈴木会長、よろしくお願いいたします。 

【議  長】  それでは、次の議題に入らせていただきます。 

 日程第２、議席番号の決定についてを議題といたします。 

 事務局から説明をお願いいたします。 

【事務局長】  それでは、議席の決定についてご説明させていただきます。 

 議席の決定については、先ほど机の上にお配りしております資料２の海

老名市農業委員会会議規則第７条に規定がございます。議席の決定につい

ては、あらかじめくじで定める、とされておりますが、議事の運営上、ま

た慣例によって、会長を１番、会長職務代理を２番として、団体推薦のう

ち園芸協会の推薦の方が３番、土地改良区の推薦の方が４番、５番以降に

ついては、団体推薦のうち行政地区の順をもって大谷、中新田、河原口、

上今泉、柏ケ谷、中河内、社家、杉久保、本郷、門沢橋の順で、また、最

後に一般募集の委員の議席とさせていただきたく、よろしくご承認いただ

きますようお願いいたします。 

 以上でございます。 

【議  長】  ただいま事務局からの説明のとおりで議席を決定することでご異議ござ

いませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしとのことですので、議席の番号についてはそのように決定させ

ていただきます。 

 それでは、事務局から議席番号の発表をお願いいたします。 

【事務局長】  それでは、議席番号を発表させていただきます。失礼ですが、敬称は略

させていただきます。 

 議席番号１番、鈴木守、議席番号２番、加藤晃、議席番号３番、清水澄

雄、議席番号４番、瀬戸正己、議席番号５番、小島冨士男、議席番号６番、

平井敬、議席番号７番、加藤忠晴、議席番号８番、竹内章人、議席番号９

番、尾上富夫、議席番号１０番、井出彰、議席番号１１番、木島稔、議席

番号１２番、森征男、議席番号１３番、齋藤孝一、議席番号１４番、大矢

美知子、以上でございます。 
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 今申し上げた議席番号の入った名札については、次回の４月２６日の定

例総会から用意させていただきます。 

【議  長】  ただいまの議題については以上とさせていただきます。 

 次に日程第３、農地利用最適化推進委員の委嘱についてを議題といたし

ます。 

 事務局から説明をお願いいたします。 

【事務局長】  資料の中に日程第３というＡ４の１枚の紙があるかと思います。それを

ご覧いただきたいと思います。 

 日程第３でございます。農業委員会等に関する法律の改正によって、新

たに農地利用最適化推進委員を設置することになりました。農業委員会等

に関する法律第１７条第１項においては、農業委員会が農地利用最適化推

進委員を委嘱しなければならないこととなってございます。海老名市にお

いては定員が６名の、農地利用最適化推進委員について、団体からの推薦

または一般募集ということで実施をいたしました。その結果、団体からの

推薦が６名、一般応募が４名ございました。それについては平成２８年第

２回海老名市農業委員会定例総会において６人の上位の候補者の選考を行

いましたので、委嘱に当たって農地利用最適化推進委員の選考、決定をお

願いしたいものでございます。 

 以上でございます。 

【議  長】  ただいま事務局から農地利用最適化推進委員の委嘱についての説明があ

りました。ご質問があればお願いいたします。 

 誰もご質問ございませんか。質問がないようですので、それでは、農地

利用最適化推進委員の委嘱について、資料にある上位の６名の方に決定す

ることに賛成の方の挙手をお願いいたします。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。承認ということにさせていただきます。 

 ここで、ただいま承認をいただきました農地利用最適化推進委員につい

て、本日その６名の委員においでいただいておりますので、委嘱状の交付

をいたしたいと思います。準備が整うまで５分ぐらい休憩させていただき

ますので、よろしくお願いいたします。 
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 暫時休憩といたします。 

          （休 憩） 

【議  長】  それでは、休憩を解きまして、会議を再開いたします。 

 農地利用最適化推進委員の委嘱状の交付について事務局から説明をお願

いいたします。 

【事務局長】  私のほうで農地利用最適化推進委員の皆様のお名前をお１人ずつお呼び

しますので、前に進んでいただいて、鈴木会長から委嘱状の交付をお受け

いただきたいと思います。 

 では、会長、こちらにお願いいたします。 

         （委嘱状交付） 

【事務局長】  ありがとうございました。 

 ここで農業委員、農地利用最適化推進委員の皆様全員おそろいになりま

して新体制となりました。改めまして、簡単で結構ですので、自席から自

己紹介を再度お願いしたいと思います。 

 まず、鈴木会長から順次よろしくお願いします。 

【議  長】  鈴木守でございます。農業委員の会長職を仰せつかりました。皆さん方

と一緒に３年間よろしくお願い申し上げます。 

【加藤晃委員】  加藤晃と申します。農業委員会の会長職務代理という大役を仰せつか

りました。３年間よろしくお願いします。 

【清水委員】  清水澄雄でございます。３年間よろしくお願いいたします。 

【瀬戸委員】  河原口地区の瀬戸と申します。３年間よろしくお願いします。 

【小島委員】  小島冨士男と言います。大谷で専業の農家として農業をやっております。

３年間よろしくお願いします。 

【平井委員】  中新田の平井敬と申します。どうか３年間よろしくお願いいたします。 

【加藤忠晴委員】上今泉の加藤忠晴と申します。よろしくお願いいたします。 

【竹内委員】  柏ケ谷の竹内です。３年間よろしくお願いします。 

【尾上委員】  中河内の尾上と申します。よろしくお願いいたします。 

【井出委員】  社家の井出彰です。よろしくお願いいたします。 

【木島委員】  杉久保の木島稔です。露地栽培をやっています。よろしくお願いします。 

【森 委 員】  本郷の森と申します。どうぞよろしくお願いします。 
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【齋藤委員】  門沢橋の齋藤です。よろしくお願いいたします。 

【大矢委員】  本郷の大矢です。よろしくお願いします。 

【事務局長】  では、中山様から順次お願いいたします。 

【中山委員】  国分生産組合から推薦を受けました中山でございます。３年間よろしく

お願いいたします。 

【塩脇委員】  下今泉の塩脇勉です。どうぞよろしくお願いします。 

【新戸委員】  中野の新戸です。よろしくお願いします。 

【守屋委員】  今里の守屋福夫と申します。よろしくお願いいたします。 

【宮台委員】  上河内推薦の宮台孝治です。よろしくお願いいたします。 

【細川委員】  本郷の細川英治と申します。３年間よろしくお願いします。 

【事務局長】  ありがとうございました。 

 続いて、農業委員会事務局の職員を紹介させていただきます。私が事務

局長の植松と申します。よろしくお願いいたします。あと、後ろに事務局

の次長併任で農政課長の山本聡一、事務局の管理係長の鈴木真、同じく事

務局の籔本浩平、同じく事務局の湊大輝。このメンバーでございます。よ

ろしくお願いいたします。 

【議  長】  それでは会議を再開いたします。 

 次に、日程第４、農地等紛争あっせん委員会並びに特別小委員会の設置

及び正副委員長の選出についてを議題といたします。 

 事務局から説明をお願いいたします。 

【事務局長】  それでは、先ほど議席番号が決まった農業委員会の名簿をごらんいただ

きたいと思います。上段に農業委員の皆様、下段に農地利用最適化推進委

員の方のお名前が書かれております。その表の上の３番目の清水委員のと

ころから、あっせん委員、農政、農地と空欄になってございます。各委員

会またはその役職の割り振りをさせていただきたいと思います。 

 まず、お手元の資料１に海老名市農業委員会規程というのがございます。

第４条の２に農地等紛争あっせん委員会の設置ということが書いてござい

まして、その中で、あっせん委員会についてはその規程の第５条によって

３名で構成し、任期は慣例で１年で交代することとなってございます。 

 この委員会については、「農地等の利用関係及び交換分合等についての
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あっせん又は紛争防止の事務を処理するため」農業委員会に農地等紛争あ

っせん委員会を置くこととなっております。 

 そして、その規程の少し下の第９条に特別小委員会の設置が規定されて

おります。「会長は、農業委員会の所掌事務について、調査研究をするた

め必要があると認めるときは総会に諮って、特別小委員会を設置すること

ができ」、「小委員会の定数及び小委員会の委員は、その都度会長が総会に

諮って決める」ということになってございます。 

 慣例に基づき、あっせんの関係、小委員会の２つについては、会長と会

長職務代理を除いて、各農業委員、農地利用最適化推進委員には必ずひと

つ所属していただきたいと思ってございます。そして会長、会長職務代理

はそれぞれの要請がありますので、あっせん委員会、農政小委員会、農地

小委員会、それぞれ、もし何かあれば協議をいただくことにさせていただ

きたいと思います。 

 今回は、その３つの委員会の委員について、ただいまから委員会の割り

振り案をお示ししまして、ご了解がいただければ、それぞれの、委員会長

及び各委員長、副委員長を決めていただければと思います。 

 この件について、まず所属する委員会、小委員会の事務局の案を配らせ

ていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、異議なしでございますので、資料の配付をお願いいたします。 

          （資料配付） 

【事務局長】  今お手元にＡ４横判の名簿と、もう１枚Ａ４縦判のものが届いたかと思

います。会長、会長職務代理を除いた全ての委員が必ず１つずつ所属する

ようにさせていただいております。１年交代ということでご理解いただけ

ればと思います。よろしくご審議をお願いしたいと思います。 

【議  長】  よろしいですか、この件では事務局で一方的と言っては申しわけないの

ですが、１年交代ということですから、もしこの配付のとおりの所属でよ

ろしければご理解を賜りたいと思いますが、どうでしょうか、よろしいで

すか。 

       （「異議なし」の声あり） 
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【議  長】  はい、このとおりでよいということですので、このように採用させてい

ただきます。それでは、あっせん委員会及び小委員会設置と、その所属委

員を決定させていただきます。 

 これから委員会長、委員長、副委員長を決めさせていただきますので、

暫時休憩としたいと思いますが、よろしゅうございますか。 

【事務局長】  それでは暫時休憩とさせていただきまして、この後、あっせん委員、農

政、農地で３つに分かれていただいて、時間のない中で大変申しわけない

のですが、あっせん委員会については委員会長を３名の中からお１人選ん

でいただきたいと思います。 

 農政小委員会、農地小委員会についてはそれぞれ委員長、副委員長をそ

の皆様の中でお決めいただければと思います。ご協力をよろしくお願いし

たいと思います。 

 では、３時に再開したいと思いますので、その間でお決めいただければ

と思います。 

          （休 憩） 

【議  長】  それでは、休憩を解きまして、会議を再開させていただきます。 

 あっせん委員会の委員会長、各小委員会の委員長と副委員長の発表をお

願いいたします。 

 まず、あっせん委員会からお願いいたします。 

【森 委 員】  それでは、あっせん委員会では、加藤忠晴委員を委員会長といたしまし

た。よろしくお願いします。 

【議  長】  続いて農政小委員会、お願いいたします。 

【瀬戸委員】  委員長に私、瀬戸がなります。副委員長には、尾上委員によろしくお願

いします。 

【議  長】  続いて農地小委員会、お願いいたします。 

【齋藤委員】  農地小委員会は委員長に清水委員、副に塩脇委員にお願いします。 

【議  長】  それでは、もう１度申し上げますが、あっせん委員会の委員会長に加藤

忠晴委員、農政小委員会委員長に瀬戸正己委員、副委員長に尾上富夫委員、

農地小委員会は委員長が清水澄雄委員、副委員長に塩脇勉委員ということ

ですが、決定をいただきました。これで間違いないと思いますが、よろし
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ゅうございますね。では、１年間よろしくお願いいたします。 

 それでは、以上で本日の議事案件は終了いたします。ご協力、まことに

ありがとうございました。 

 閉会の挨拶を加藤会長職務代理にお願いいたします。 

【会長職務代理】  本日は初会合の開催ということで、長時間にわたる議事に至りまし

たが、皆様の協力によりスムーズに進行できたことに御礼申し上げます。

今後とも鈴木守会長のもとで一致団結した委員会運営ができれば幸いに思

います。 

 本日は長時間にわたる慎重審議、ありがとうございました。 

【議  長】  ありがとうございました。 

（終了 午後２時５５分） 


