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午後１時10分開会 

○事務局長（松井修君） こんにちは。任命式に引き続きまして、職員の紹介をさせてい

ただきたいと思います。 

 最初に、関係部課職員をご紹介いたします。 

 初めに、経済部、吉川部長でございます。 

 次に、農業水産課、山中課長でございます。 

 次に、農業担当、斉藤課長補佐です。 

 次に、江積主任です。 

 次に、池田主事です。 

 次に、農業委員会事務局、高橋局長補佐です。 

 次に、川勝副主査です。 

 ほかに事務室で執務中の市村主任、あと、今、育児休暇中なのですが、中村主任という

女性の職員がおりますので、よろしくお願いいたします。 

 私は事務局長の松井です。よろしくお願いいたします。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 それでは、引き続きまして、簡単で結構ですから農業委員さんの自己紹介をお願いした

いと思います。それでは、石射委員さんよりお願いいたします。 

○石射祥光君 中島から、今回、皆さんと同じ仕事をすることになりました石射です。よ

ろしくお願いします。 

○遠藤信行君 二本松生産組合長をしております遠藤と申します。この並び順を見ていた

だくと分かるんですが、年長順で２番目です。よろしくお願いいたします。 

○廣瀬正実君 堤上の廣瀬正実と申します。今回初めてですので、よろしくお願いします。 

○齋藤和子君 芹沢の齋藤和子です。２期目です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○鈴木邦夫君 円蔵の鈴木邦夫です。私も初めてなので、よろしくお願いいたします。 

○村越重芳君 堤下の村越重芳と申します。よろしくお願いいたします。昔、着ていたア

ロハを利用したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○野崎雅博君 下寺尾の野崎と申します。よろしくお願いします。 

○高橋久雄君 萩園地区の高橋と申します。よろしくお願いいたします。 

○石腰明美君 芹沢久組から来ました石腰と申します。初めてですので、よろしくご指導

お願いいたします。 
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○小澤昇君 上赤羽根の小澤昇と申します。初めて農業委員をやらせていただきます。よ

ろしくお願いいたします。 

○吉田恵子君 堤下なのですけれども、一応、女性枠ということで農業委員をしておりま

す。今回、２期目ですので、よろしくお願いいたします。 

○原田勝幸君 小和田の原田勝幸と申します。これで３期目となりました。よろしくお願

いします。 

○阿部富美君 高田の阿部と申します。２期目になります。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○三橋清高君 香川の三橋清高といいます。一番若いですが、よろしくお願いします。 

○事務局長（松井修君） ありがとうございました。 

 これで農業委員及び職員の紹介を終わります。 

 ここで、経済部長、農業水産課職員は退席させていただきます。 

（経済部長、農業水産課職員退室） 
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○事務局長（松井修君） 引き続きまして総会に入ることになりますが、その前に、お手

元にある資料の確認をいたします。まず、Ａ４の紙、８枚です。それとテキストがありま

す。それから、パウチになっています農地等立入調査書、それからバッジ、新規の方のみ

です。継続の方はありません。それから、手帳があると思います。手帳も新規の方だけで

す。テキストは３部あると思うのですが、２と３というふうになっているのですが、１は、

早速、今月の31日に研修会がありまして、そこで１を配付いたします。それを使っての研

修になりますので、その研修のお知らせは、８枚あるＡ４の用紙の一番後ろにありますの

で、後ほど確認していただければと思います。よろしくお願いします。 

 続きまして、日程第１議案第47号臨時議長の指名についてでございます。 

 委員改選後の初総会でございますので、会長及び会長の職務を代理する方がおりません。

会長等が欠けた場合の規定といたしまして、茅ヶ崎市農業委員会規程第２条第２項におい

て、会長を互選する場合、年長の委員が臨時に会長の職務を行うと定められております。

また、会長は、茅ヶ崎市農業委員会会議規則第５条において、会議の議長となることが定

められております。この規定に基づきまして、年長者に臨時会長を務めていただき、総会

を開会し、議案第49号会長の互選についてまでの議事進行をお願いしたいと存じます。 

 Ａ４の用紙の一番上のページが次第になっておりますので、そこでご確認ください。そ

こで、遠藤委員さんに臨時会長をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

遠藤委員、議長席へお願いいたします。 

○臨時会長（遠藤信行君） こんにちは。３期目の年長ということで、連続３期目、中抜

けの３期目でございますけれども、一応臨時会長という大役を務めることになりました遠

藤と申します。何分不慣れでございますけれども、議事進行につきましては皆様のご協力

をよろしくお願いしたいと思います。着座にて説明させていただきます。 

 それでは、ただいまより令和２年第８回茅ヶ崎市農業委員会総会を開催いたします。 

 まず、議事録署名人をご指名申し上げます。ご指名につきましては、私にご一任願えま

すでしょうか。 

（「異議なし」の声あり、拍手） 

○臨時会長（遠藤信行君） ありがとうございます。ご異議ないようでございますので、

議事録署名人をご指名申し上げます。石射祥光委員、廣瀬正実委員、以上のご両名によろ

しくお願い申し上げます。 

 それでは、これより議事に入ります。 
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○臨時会長（遠藤信行君） 日程第２議案第48号議席の決定についてを上程いたします。 

 議席の決定につきましては、茅ヶ崎市農業委員会会議規則第６条の規定により、抽せん

で決定することになっておりますので、さよう取り計らいをいたします。 

 抽せんのため、暫時休憩をいたします。 

午後１時18分休憩 

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

午後１時20分再開 

○臨時会長（遠藤信行君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 抽せんの結果について事務局より発表いたします。 

○局長補佐（高橋郷司君） １番鈴木邦夫委員、２番原田勝幸委員、３番高橋久雄委員、

４番石射祥光委員、５番村越重芳委員、６番遠藤信行委員、７番小澤昇委員、８番廣瀬正

実委員、９番三橋清高委員、10番野崎雅博委員、11番阿部富美委員、12番齋藤和子委員、

13番吉田恵子委員、14番石腰明美委員。 

 以上でございます。 

○臨時会長（遠藤信行君） ありがとうございました。以上、事務局の発表どおり決定い

たしました。 

 議席へ移動のため、暫時休憩いたします。 

午後１時23分休憩 

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

午後１時25分再開 

○臨時会長（遠藤信行君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 日程第３議案第49号会長の互選についてを上程いたします。 

 事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局長（松井修君） 来月以降、ここの席に固定されますので、よろしくお願いいた

します。 

 会長の互選ついてご説明いたします。 

 農業委員会等に関する法律第５条第１項において「農業委員会に会長を置く。」とし、

第２項では「会長は、委員が互選した者をもつて充てる。」と定めておりますので、会長

を互選していただくものです。 

 以上でございます。 
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○臨時会長（遠藤信行君） 事務局の説明が終わりました。 

 互選の方法については、会議を休憩し協議を行いたいと思いますが、これに対してご異

議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○臨時会長（遠藤信行君） 異議なしと認め、暫時休憩いたします。 

午後１時26分休憩 

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

午後１時36分再開 

○臨時会長（遠藤信行君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 会長の互選の方法につきましては、休憩中の協議により決定した選考委員会を設置し、

同委員会により候補者を選出する方法で取り進めてまいります。また、議案第50号会長代

理の互選について、議案第51号茅ヶ崎市都市計画審議会委員の推薦についても同様な選出

といたします。 

 それでは、選考委員を発表いたします。２番原田委員、４番石射委員、５番、村越委員、

11番阿部委員、12番齋藤委員、13番吉田委員、以上６名でございます。ご異議ございませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

○臨時会長（遠藤信行君） ご異議なしと認め、さよう決定いたします。 

 選考委員の方は、直ちに会長及び会長代理、都市計画審議会委員の候補者の選考をお願

いいたします。 

 議事の都合により、暫時休憩いたします。 

午後１時37分休憩 

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

午後１時57分再開 

○臨時会長（遠藤信行君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 休憩中に開催された選考委員会において選出された会長候補者の発表を選考委員長より

お願いいたします。 

○５番（村越重芳君） 選考委員長を仰せつかりました村越です。 

 それでは、発表いたします。議案第49号会長互選の結果報告でございます。 

 選考委員会の協議の結果を発表いたします。 
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 選考委員会におきまして慎重に協議いたしましたところ、２番原田委員が会長に最もふ

さわしい方であることから、全会一致で選出いたしましたのでご報告いたします。 

○臨時会長（遠藤信行君） ありがとうございます。 

 会長候補者について、ただいま選考委員長より発表がございました２番原田委員を茅ヶ

崎市農業委員会会長に決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○臨時会長（遠藤信行君） ご異議なしと認め、さよう決定いたします。 

 以上で私に与えられました任務は全て終了いたしました。終始ご協力を賜り厚く御礼申

し上げます。 

 議事の都合により暫時休憩いたします。どうもありがとうございました。（拍手） 

午後１時58分休憩 

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

午後１時59分再開 

○議長（原田勝幸君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 ただいま皆様の互選によりまして会長を務めることになりました原田です。皆様のご協

力を得ながら農業委員会の業務並びに会長の重責を遂行してまいりたいと考えております

ので、よろしくお願いいたします。 

 これより議題の審議に入ります。 

 日程第４議案第50号会長代理の互選についてを上程いたします。 

 事務局より説明いたします。 

○事務局長（松井修君） 会長代理の互選についてご説明をいたします。 

 農業委員会等に関する法律第５条第５項の規定の中に「会長が欠けたとき又は事故があ

るときは、委員が互選した者がその職務を代理する。」と定められておりますので、ご提

案いたしたものです。 

 以上でございます。 

○議長（原田勝幸君） 事務局の説明が終わりました。これに対するご質問をお伺いいた

します。ご質問ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（原田勝幸君） ご質問なしと認め、会長代理２名の候補者を選考委員長より発表

をお願いいたします。 
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○５番（村越重芳君） 選考委員会の協議の結果を発表いたします。 

 選考委員会におきまして、慎重に協議いたしましたところ、６番遠藤委員及び12番齋藤

委員のお２人を会長代理に選出いたしましたのでご報告いたします。なお、遠藤委員につ

きましては農業者年金加入推進部長を兼務していただきます。 

 以上でございます。 

○議長（原田勝幸君） ただいま発表のございました６番遠藤委員及び12番齋藤委員、６

番遠藤委員には農業者年金加入推進部長を兼務していただきます。このご両名を会長代理

に決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（原田勝幸君） ご異議なしと認め、さよう決定をいたします。 

○議長（原田勝幸君） 日程第５議案第51号茅ヶ崎市都市計画審議会委員の推薦について

を上程いたします。 

 事務局より説明いたします。 

○事務局長（松井修君） ただいま議題となりました議案第51号茅ヶ崎市都市計画審議会

委員の推薦についてご説明いたします。 

 今回の農業委員の改選に伴い、農業委員会より推薦いたしました都市計画審議会委員１

名が欠員になっていますことから、改めて同委員１名を推薦いたすものでございます。 

 なお、市長より７月15日付で推薦依頼を受けております。また、任期につきましては前

委員の在任期間となりまして、令和２年７月20日から令和３年８月７日まででございます。 

 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（原田勝幸君） 事務局の説明が終わりました。 

 これに対するご質問をお伺いいたします。ご質問ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（原田勝幸君） ご質問なしと認め、茅ヶ崎市都市計画審議会委員に推薦する候補

者を選考委員長より発表をお願いいたします。 

○５番（村越重芳君） 選考委員会の協議の結果を発表いたします。 

 選考委員会におきまして慎重に協議いたしましたところ、５番村越委員を茅ヶ崎市都市

計画審議会委員の推薦候補者として選出いたしましたので、ご報告いたします。 

 以上でございます。 

○議長（原田勝幸君） ただいま発表のございました５番村越委員を茅ヶ崎市都市計画審
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議会委員に推薦することに決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（原田勝幸君） ご異議なしと認め、さよう決定をいたします。 

○議長（原田勝幸君） 日程第６議案第52号農地利用最適化推進委員の委嘱についてを上

程いたします。 

 事務局より説明いたします。 

○事務局長（松井修君） 議案第52号農地利用最適化推進委員の委嘱につきましてご説明

いたします。 

 お手元にお配りしています名簿をご覧ください。本年２月19日から３月19日に推薦、公

募を行い、前期農業委員による第６回農業委員会総会にて承認を得て決定した５名を提案

するものでございます。以上でございます。 

○議長（原田勝幸君） 事務局の説明が終わりました。 

 この５名を農地利用最適化推進委員として委嘱することを決定するにご異議ございませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（原田勝幸君） ご異議なしと認め、さよう決定をいたします。 

 議事の都合により、暫時休憩いたします。 

午後２時05分休憩 

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

（ 農地利用最適化推進委員入室 会長より委嘱状交付 ） 

午後２時08分再開 

○議長（原田勝幸君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 以上をもちまして、令和２年第８回茅ヶ崎市農業委員会総会の議事日程は全て終了いた

しました。長時間にわりまして慎重審議をいただき、厚く御礼申し上げます。これをもち

まして閉会といたします。 

午後２時09分閉会 
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 ここに会議の顛末を記載し、その相違ないことを証するため署名する。 
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     委 員 

 

     委 員 


