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平成２９年 第 １ 回 農 業 委 員 会 臨 時 総 会 会 議 録 

 

平成２９年第１回船橋市農業委員会臨時総会を７月２０日午前１０時船橋市役所９階第１会議室に招集する。 

 

出席委員（１４人） 

小池 正一   湯浅 清春   石井 俊郎  藤城 孝義   菊池 眞夫   髙橋 光一   齋藤 教子   興松 勲 

神山 茂樹   土橋 博之   石山 幸男  小川 晃    金子 一雄   岡庭 一美 

 

局長 

 

 

 

市長 

局長 

それでは定刻となりました。全委員が出席されておりますので、ただ今から農業委員会臨時総会を開催させていただきます。 

私は農業委員会事務局長を務めております、大沢でございます。よろしくお願いします。本日は農業委員任命の後、最初の

総会でございますので、農業委員会等に関する法律の規定に基づき、市長が招集しております。本日の議事は、お手元の次第

のとおりとなります。はじめに、松戸 徹 船橋市長より、ご挨拶をお願いいたします。 

【市長挨拶】 

ありがとうございました。市長はこの後、他の公務が入っておりますので、ここで退席されます。 

局長 それでは、引き続きまして、次第の２、臨時議長の選出でございます。 

 船橋市農業委員会会議規則の規定により、本来は農業委員会会長が議長を務めることとなっておりますが、今回は委員改選

後の初の総会でありますので、会長が互選されるまでの間、地方自治法第１０７条の例にならい、年長者の委員に臨時議長と

なっていただき、議事の整理をお願いいたします。 

 年長の委員は、興松勲委員であります。よろしくお願いいたします。 

 それでは、興松委員におかれましては、議長席にご着席お願いします。 

臨時議長  改めまして、おはようございます。仮議長に指名されました興松でございます。議事の進行によろしくご協力をお願いいた
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します。着席させていただきたいと思います。 

 それでは、次第３なんですが、仮議席の指定を行いたいと思います。 

 仮議席につきましては、ただ今の議席のとおり、年長者順で指定してあるものですので、これでよろしいでしょうか。 

  （「異議なし」の声あり） 

臨時議長 

 

 

委員 

 異議なしと認めます。仮議席は、ただいまの席のとおりと指定します。 

 続きまして、次第の４、委員の自己紹介に入りたいと思いますが、まず、年長者からということで私から自己紹介いたしま

す。 

【委員自己紹介】 

臨時議長  ありがとうございました。 

 こうして今日初めてお会いした方も何人かおろうかと思いますし、初めてほかのところのあの人の話を聞いたというお考え

の方もおろうかと思います。そんな中で、これから、多少理解し合えた中での議事を進めていきたいと思っております。 

 引き続きまして、次第５、会長及び会長職務代理者の選出について、これは局長のほうから進め方について説明願います。 

局長  農業委員会等に関する法律におきまして、農業委員会の会長は委員が互選した者をもって充てるという規定がございます。 

 これに基づきまして、会長、並びに会長職務代理者の選出について、皆様でご協議をお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

臨時議長  今、局長から説明のあったとおりに協議を進めてまいります。 

 それでは、まず、会長の選出について協議したいと思いますが、この席で推薦ないし立候補の意思のある方のご意見等を聞

きながら進めてまいりたいと思います。よろしくご協議いただきます。 

 土橋委員。 

土橋委員  今回１４人で、過去２期６年、職務代理として会長を補佐してきた岡庭委員が会長には適任だと思います。岡庭委員を推薦

します。 
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臨時議長  今、土橋委員のほうから推薦の発言がありましたが、ほかにご意見ありますか。 

 小池委員。 

小池委員  私も土橋委員と同様に、職務代理として今まで岡庭さんがやってくれていたことがあるので、今回は岡庭さんにお願いでき

ればと思って、推薦いたします。 

臨時議長  小池委員のほうからも、岡庭前職務代理の推薦の意見がありましたが、ほかにございますか。 

  （「異議なし」の声あり） 

臨時議長  それでは、協議を終了させていただきますが、選出の方法は、推薦をいただいた方がおりますので、推薦していただいた岡

庭前職務代理者をよしとするかどうかの賛否を挙手でとりたいと思います。 

 法定得票は４票ですので、４人以上の賛同を得られれば、会長としての決定をさせていただければと思っていますが、よろ

しいでしょうか。 

  （「はい」の声あり） 

臨時議長  それでは、岡庭前職務代理者の推薦の意見がございました。岡庭前職務代理者の会長への選出について、ご賛同いただける

方の挙手を願います。 

 挙手多数ということで、岡庭一美委員を会長に決定させていただきます。 

 続きまして、職務代理者なんですが、職務代理者の選出についてもご協議いただきたいと思います。 

 推薦なり立候補なりのご意見はございますでしょうか。小川委員。 

小川委員  小委員長を前回務めてくれた金子一雄さんを職務代理に推薦します。 

臨時議長  今、小川委員のほうから、金子一雄前農政小委員長の推薦がございましたが、ほかにご意見ありますか。 

 推薦をいただいた金子委員に異存がなければ、職務代理者の候補者として、これから賛否をとりたいと思いますが、よろし

いですか。 

  （「はい」の声あり） 



 

 

4 

臨時議長 

 

 

 

 

会長・会長職務

代理者 

 それでは、職務代理者として金子一雄委員を選出することで賛成の方の挙手をお願いいたします。 

 賛成多数ということで、職務代理者を金子一雄委員といたします。 

 それではここで、会長と職務代理者の選出をいただきましたので、改めて会長に岡庭一美、職務代理者に金子一雄というこ

とで決定いたします。 

 引き続いて、両人に就任のご挨拶をいただきます。まず、会長の岡庭さん、よろしくお願いします。 

【会長・会長職務代理者 挨拶】 

臨時議長  ありがとうございます。 

 議事の進行に当たりまして、スムーズにお引き合わせいただけたことを感謝いたしまして、私の職を終わらせていただきま

す。ご協力ありがとうございます。 

 それでは、ここで暫時休憩といたします。 

【休憩】 

議長  まだ休憩時間二、三分前ですけど、全員おそろいのようなので、議事を再開させていただきたいと思います。 

 第７番、続きまして、農政小委員会及び農業委員だより編集委員会委員の選出の会議を開会いたします。 

 農政小委員会及び農業委員だより編集委員会委員の選出でございますが、それぞれの委員会の概要及び選出方法について、

事務局から説明をよろしくお願いいたします。 

局長  右上に次第７と書いた資料がございますので、そちらをごらんいただきたいと思います。 

 農政小委員会は、農業委員会総会から付託される案件について、調査及び研究を行うことを目的として設置されております。 

定数は７名以内ということになっております。 

 また、農業委員会では、年に２回、農業の振興等を目的として、農業委員会だよりを発行しております。 

この農委だより編集委員会につきましては、農委だよりの企画や編集を行うことを目的として設置されております。 
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定数は５名となります。 

 会長・会長職務代理を除いた１２名の方でそれぞれご担当いただくことになりますが、選出については、各委員でご協議を

いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

議長  ありがとうございます。今、事務局より説明がございましたけど、どのように選出いたしましょうか。皆さん、ご意見がご

ざいましたら、忌憚ない意見をご発言いただきたいと思います。 

  （「会長一任」の声あり） 

議長  ただいまの会長一任という声がございました。皆さん、ほかのご意見のほうは。 

小池委員  みんなの顔を大体会長さんはわかっていると思うので、会長さんとしての意見をいただければと思います。 

興松委員  そうしたら、暫時休憩だよ。 

議長  皆さん、ほかにございませんでしたら、私に一任ということでよろしいでしょうか。 

  （「はい」の声あり） 

議長  実は、私も少ない頭の中で少し回転をめぐらせまして、短時間に考えました。私の案といいますか、発表いたしますので、

皆さん、お聞きください。 

 農政小委員会でございますが、興松勲委員、土橋博之委員、菊池眞夫委員、小川晃委員、藤城孝義委員、湯浅清春委員、小

池正一委員の７名。あと、齋藤教子委員、石山幸男委員、石井俊郎委員、髙橋光一委員、神山茂樹委員が農業委員だより編集

委員会の委員という案を私は考えました。 

 その案で皆さん、よろしいでございましょうか。 

  （「はい」の声あり） 

議長  それでは、協議の結果、今、私の報告を皆様のご承認が得られましたので、事務局より結果の報告をよろしくお願いいたし

ます。 
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局長  それでは、ご報告いたします。農政小委員会の委員といたしまして、小池委員、湯浅委員、藤城委員、菊池委員、小川委員、

興松委員、土橋委員、以上、７名の委員が選出されました。 

 また、農委だより編集委員会の委員といたしましては、神山委員、齋藤委員、石山委員、石井委員、髙橋委員、以上５名の

委員が選出されました。 

 以上でございます。 

議長  皆さん、よろしくお願いいたします。今後、この後、各委員会におきまして、委員長及び副委員長の互選となりますので、

暫時休憩といたします。 

局長  それでは、各委員に集まっていただいて、委員長、副委員長を互選していただきたいと思います。１１時までの間、休憩時

間といたしますので、それまでに互選をお願いしたいと思います。 

 農政小委員会の方は左奥のほう、その反対側、農業委員だより編集委員会の方はそちらのほうにお集まりいただきたいと思

います。 

 【休憩】 

議長 

 

 

 

 

農政小委員長 

・農委だより 

編集委員長 

 それでは、会議を再開いたします。 

 ただいま各委員会において、委員長及び副委員長が互選されましたので、ご報告いたします。 

 農政小委員会委員長が小池正一委員、副委員長が藤城孝義委員です。農業委員だより編集委員会、委員長が齋藤教子委員、

副委員長が石井俊郎委員でございます。 

 以上のとおり選出されました。それでは、両委員長に、ご挨拶をよろしくお願いします。 

【農政小委員長・農委だより編集委員長 挨拶】 

議長  それでは、各委員におかれましては、よろしくお願いいたします。 
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 続きまして、農地利用最適化推進委員の委嘱につきましてでございます。 

 本件につきまして、事務局より説明をお願いいたします。 

局長  それでは、右上に次第８と書いた資料をごらんいただきたいと思います。 

 農地利用最適化推進委員につきましては、改選前の農業委員会におきまして、６月１日に農地利用最適化推進委員候補者評

価委員会を開催した上で、６月７日の農業委員会総会において１３名の候補者を決定し、本日、農業委員会総会でご提案する

ものでございます。 

 まず、第１地区が小室町の武藤英夫さん、第２地区が神保町の白井廣司さん、大神保町の藤平尚志さん、第３地区が金堀町

の飯島行雄さん、車方町の渡邉和雄さん、第４地区が坪井町の岩佐常信さん、それから飯山満町の櫛田直樹さん、第５地区が

二和東の伊藤賢司さん、金杉の齊藤義夫さん、第６地区が前貝塚町の伊藤栄一さん、西船の平野恵昭さん、第７地区が滝台の

織戸孝さん、東町の三橋誠さん、以上、１３名の方を農地利用最適化推進委員として委嘱することについて、お諮りするもの

でございます。 

 以上です。 

議長  ただいまの説明について、ご意見はございませんか。いかがでしょうか。 

 小池委員。 

小池委員  この名簿がつくられるに当たって、多分、前回の総会で私たちのほうで認可していると思うんですけれども、初めての人も

いるかと思うので、ざっと経緯についての説明だけ事務局にお願いできればと思うんですけれども。この名簿がつくられてい

る経緯ですね。こういう形でここに来ましたというのだけ、もう一回、事務局、説明を軽くいただけますと。 

議長  事務局、よろしくお願いいたします。 

事務局  名簿がつくられた経緯としましては、まず、一番最初が、去年の１０月に公募という形でかけまして、そこで人数が集まら

なかったものですので、今年に入ってからこちらもまた再募集いたしまして、そこで１５名、候補者が集まりました。 

 それに関して、その方たちで誰を選出すればよいのかということと、あと、適任が誰なのかということを見るために、農業
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委員会総会のほうで、まず、今度の推進委員の担当地区７地区に分かれて、この７地区というのは、農地の面積ですとか、耕

作放棄地の面積を基準として、市内全域を７地区に分けているんですけれども、改選前の農業委員会におきましては、この７

地区、ちょうど皆さん、出身の方がいらっしゃいましたので、地区ごとに１人ずつ評価委員という形で出ていただいて、公募

で集まった方のうち、誰を選ぶかということで、まず、６月１日に農地利用最適化推進委員候補者評価委員会という形で、７

名の農業委員さんに判断していただきました。その上で、６月１日の評価委員会の結果を６月７日、今度は農業委員会総会の

ほうで報告をして、そこで、改選前にはなるんですけれども、農業委員会総会でこの１３名の人事案ということで固めていた

だきました。 

 その方たちの委嘱なんですけれども、これは農業委員会が委嘱するということになっていますので、これについては、正式

な決定ということでは、改選後の今日の農業委員会を待つ必要がありましたので、前農業委員会で出した案について、今日、

皆様に承認を諮るという流れになっております。 

 以上です。 

議長  小池委員、よろしいでしょうか。 

小池委員  はい、わかりました。 

議長  ほかにご質問、ご意見はございますでしょうか。 

 ただいま事務局から説明がございましたけれども、前農業委員会のほうで、この議案については、承認は受けておりますけ

れども、新しい農業委員会の委嘱という形なので、改めて新しい農業委員会での承認を得て委嘱に向かうということでござい

ます。これは次の農地等利用最適化推進施策に関する意見につきましても、同じことが言えると思います。 

 今回、最適化推進委員の委嘱において、反対のご意見がございませんでしたら、挙手のお諮りをしていきたいと思います。 

 農地利用最適化推進委員として、先ほどの候補者１３名を委嘱することに承認する方の挙手を求めます。 

 全員一致であります。よって、そのように決定いたしました。 

 続きまして、先ほど言いましたけれども、平成３０年度の船橋市の農地等利用最適化推進施策に関する意見についてでござ
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います。本件につきましても、事務局より説明をよろしくお願いいたします。 

局長  農業委員会等に関する法律の規定に基づきまして、農業委員会では、例年、船橋市長に対して、船橋市の農地利用最適化推

進施策に関する意見として、直接、意見を提出しております。 

 お配りしております、右上に次第９と書いた資料をごらんいただきたいと思います。 

 この意見書につきましては、改選前の農業委員会におきまして、６月７日に農政小委員会を開催して案を作成し、７月７日

の農業委員会総会において、その案が決定されたものでございます。 

 市長への提出に当たりまして、本日の農業委員会総会でご承認をいただくために、改めてご提案をするものでございます。 

 以上でございます。 

議長  ただいまの説明について、ご意見はございませんでしょうか。 

 小川委員。 

小川委員  今回新しく委員になった委員さんは、これ、初めて見るんですよね。だから、少し時間をもらって。 

議長  わかりました。それでは、内容を把握するために、少し時間をとりますので。 

 【資料確認】 

議長  大変短い時間で申しわけございません。この施策につきましては、前農業委員会が農政小委員会に付託しまして、農政小委

員会の中で諮り、つくったものでございます。そして、７月の農業委員会総会において、前農業委員会では、承認は得られて

おります。 

 ただ、先ほども申しましたけれども、新しい農業委員会として市長に提出するわけですから、皆様のご承認を得ないと提出

はできないということで、今、お諮りすることになろうと思います。 

 それでは、お諮りいたしますが、よろしいでしょうか。 

 どうぞ。 

菊池委員  簡単な質問なんですけど、何の意図もないんですけれども、ちょっとお伺いします。第１という、この２枚目の頭の部分、
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ここの「今まで、農業委員は選挙によって選ばれた地域の代表として、また、地域の実情を熟知しているという自負のもと所

掌事務に当たってまいりました。このことにより、農地の権利を調整し、農地を守っていく上で、円滑に職務を遂行できたも

のと考えます。制度改正後も、云々、十分なご配慮をお願いいたします」、この文章が決まった経緯、意図として、今までの改

正前農業委員会の委員の選出方法がいいという意味合いが含まれているんですか。単純な質問です。そういう意図が入ってい

るのか、入ってないのかということをお聞きしたい。制度改変に対してご不満があったのか、かつての、旧農業委員会の委員

の方に伺いたい。これ、国が変えたんだと思います。 

議長  地域の代表制ということでございますね。これにおいては、本来、各地域の代表として、そういう制度としては、法の形と

してはなっておりません。しかし、私たち農業委員として、各地域で必要ではないかと…。 

菊池委員  代表制を持つことがですね。 

議長  私たちは考えておりまして、そのことを市長にも明確にそれが形としてできるようにお願いしていこうということでござい

まして、結果的に、私たち農業委員を選出するに当たりまして、皆さん、いろいろ相談をして、それを振り分けたような形で、

大体今、農業委員が構成されているんですが、それは結局、市としてそういう思惑で行われたものではないので、それを市の

ほうとしても明確に確保されていくことを、十分な配慮をお願いしたいということで、現状では、明確な市からのそういう配

慮はないので。 

菊池委員  従来の制度ではなかった、明文的に明示されてなかったと。 

議長  明示、ないですね。 

菊池委員  今回もないですか。 

議長  ないですね。 

菊池委員  じゃあ、わかりました。だけど、地域の代表制ということは非常に大事なことなので、市長のほうにそれを…。 

議長  お願いしたいと。 

菊池委員  新しい体制のもとでもご配慮をお願いしたいと、こういうことをお願いしたいわけですね。 
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議長  そうです。 

菊池委員  わかりました。どうもありがとうございます。 

議長  ほかによろしいでしょうか。 

 それでは、お諮りいたします。 

 提出された意見書の案をもって、平成３０年度船橋市の農地等利用最適化推進施策に関する意見として、市長に提出するこ

とに承認する方の挙手を求めます。 

 全員一致であります。よって、そのように決定いたしました。 

 続きまして、次第の１０、事務局職員の任免に係る会長専決についてでございます。 

 本件につきまして、事務局より説明をお願いいたします。 

局長  会長の専決事項ということについてのご説明になりますが、農業委員会等に関する法律第２６条に基づきまして、我々事務

局職員の任免につきましては、農業委員会が行うということになっております。 

 しかしながら、職員の人事につきましては、例えば３月の末等に内示があって、４月１日付での異動という形で、前月の末

に内示、翌月の１日付の異動というのが通例となっております。このために、日程的に総会にお諮りする余裕がございません。

このために、事務局職員の任免につきましては会長が専決することについて、皆様にお諮りをするというものでございます。 

 以上でございます。 

議長  ただいまの事務局説明に対し、ご質問はございませんか。 

  （「ありません」の声あり） 

議長  それでは、お諮りいたします。事務局職員の任免について、事務局説明のとおり、会長専決とすることに承認する方の挙手

を求めます。 

 全員一致であります。よって、承認することに決しました。 

 続きまして、次第１１、議事録署名人の指名でございます。議事録署名人につきまして、議長が指名するものとしてよろし



 

 

12 

いでしょうか。 

  （「はい」の声あり） 

議長  それでは、指名いたします。１番小池委員と１２番小川委員の両名にお願いいたします。 

 以上で、本日予定されました審議案件は終了いたしました。 

土橋委員  １ついいですか、質問。 

議長  はい。 

土橋委員  例えば、今まで選挙委員の場合、過去、前回３年間に１名○○○○、１名、○○○○○○○しましたよね。 

議長  はい。 

土橋委員  それで資格を失ったと。今回の場合、病気で長期離脱とか、何かの場合は、それはどうなるんですか。 

議長  事務局のほう、説明をお願いいたします。 

事務局  欠員が出た場合の取り扱いなんですけれども、欠員が３分の１を超えたら、直ちに補充しなければいけないという規定がご

ざいますので、そうなるんですけれども、ただ、とはいえ、１人欠けることで一定の地域に詳しい方がやっぱり必要だと農業

委員会で判断されることが考えられるとも思いますので、そういうことであれば、３分の１に行かなかったとしても、総会の

ほうですぐに補充するということで決めていただければ、再度募集をかけて決めていくという、市長が任命するという流れに

なっていきます。 以上です。 

土橋委員  わかりました。 

議長  よろしいですか。 

土橋委員  はい。 

議長  それでは、臨時総会を閉会いたします。大変ご苦労さまでした。       （０時０６分） 

 議長は、午後０時０６分第１回農業委員会臨時総会の閉会を宣言した。 

 


