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平成30年かすみがうら市農業委員会
第1回臨時総会 議事録

1.かすみがうら市告示第33号
　平成30年3月15日かすみがうら市告示第33号をもって、平成30年3月28日(水)かすみがうら市
　霞ヶ浦庁舎大会議室に、平成30年かすみがうら市農業委員会第1回臨時総会を招集する。

2.総会の日時および場所
　平成30年3月28日（水）　午前9時30分開会
　かすみがうら市霞ヶ浦庁舎大会議室

3.出席委員(仮議席は五十音順、本議席順)
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1番　飯田 敬市 2番　井坂 孝雄
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14番 栗原 進一13番 市川 敏光
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3番　市川 敏光 4番　貝塚 光章
8番  齊藤 幸雄7番  栗山 千勝

15番 谷中 昌
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農業委員の辞令交付について
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議事録署名委員の指名について

会長の互選について
臨時総会について

仮議長の指定について

会長代理の互選について
日程の決定について

仮議席の指定について

（1）議案第23号　農地利用最適化推進委員の選任について

議席の決定について

その他
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仮議席五十音順

9番　鈴木 良道
6番　栗原 進一

11番 塚本 茂 12番 外塚 孝雄10番 塚本 勝男
14番 久松 弘叔

5番　海東 功

13番 中山 峰雄

本議席



事務局長

事務局長

坪井市長は、この後公務所用がございますので、ここで退席されます。ありがと
うございました。

事務局長

①飯田 敬市様　②井坂 孝雄様　③市川 敏光様　④貝塚 光章様　⑤海東 功様
⑥栗原 進一様　⑦栗山 千勝様　⑧齊藤 幸雄様　⑨鈴木 良道様　⑩塚本 勝男様

以上で辞令交付を終了いたします。

事務局長

（順次交付）

⑪塚本 茂様　⑫外塚 孝雄様　⑬中山 峰雄様　⑭久松 弘叔様　⑮谷中 昌様

事務局長

事務局長
会長・会長代理の役員構成がされておりません。
会長が互選されるまでの間、仮に議長をお願いしたいと思います。
先例によりまして出席委員中、貝塚委員が年長の委員でありますので、会長が

それでは仮議長が決定しましたので、これから会長が決まるまでの間、会議の
進行をお願い致します。

次に日程第4　仮議長の指定についてです。改選後初めての総会でありますので、

決まるまでの間、仮議長をお願いしたいと思いますが、皆さんご異議ございま

事務局長

事務局長 それでは貝塚委員、議長席にお願いいたします。

せんでしょうか。

事務局長 定刻となりましたので、農業委員会臨時総会を進めさせていただきます。

早速、日程に入らせていただきます。

（異議なしの声あり）

次に日程第2　祝辞ということで、坪井市長から祝辞をいただきたいと存じます。
よろしくお願いいたします。

（坪井市長あいさつ）

ありがとうございました。

次に日程第3　委員の紹介についてということで、只今の仮議席が五十音順と

事務局長

よろしくお願いいたします。

坪井市長から、辞令交付を行います。

本日の総会は、改選後最初の総会でありますので、市長名で召集させていただい

日程第1　農業委員の辞令交付についてです。

ております。よろしくお願いいたします。

五十音順でお呼びしますので、呼ばれた方は前にお進みください。

なっております。1番の飯田委員から改めて自己紹介をお願いいたします。

（各委員　自己紹介）

以上で自己紹介を終わります。

仮
（貝塚委員）

 議 長

仮
（貝塚委員）

 議 長
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只今紹介がありました、貝塚であります。仮議長の職を務めます。

委員の皆さん方、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

只今から日程第5　仮議席の指定についてです。仮議席の指定は五十音順で、

只今着席の議席と致します。



仮
（貝塚委員）

 議 長

鈴木委員

仮
（貝塚委員）

 議 長

（異議なしの声・意見、質問等なし）

ご異議ございませんので、指名推薦により選出致します。

それでは、どなたか会長候補者を推薦してください。
仮
（貝塚委員）

 議 長

おります。よって総会は成立しております。

はい。

はい、栗山委員。

栗山委員

はい。

はい、鈴木委員。

指名推選でお願いします。

只今、氏名推薦のご意見がございましたが、会長は、指名推薦により選出したい

と思いますが、ご異議ございませんか。

齊藤 幸雄委員が良いと思います。

仮
（貝塚委員）

 議 長

鈴木委員

それでは日程第6　臨時総会について。

只今より、第1回臨時総会を開会致します。
只今の出席委員は、15名であります。委員会会議規則第7条の定足数に達して

仮
（貝塚委員）

 議 長

日程第7　会長の互選について。

農業委員会等に関する法律第5条第2項及び委員会規則第2条において、会長は
委員の無記名投票で選出する規定があります。
さらに、出席委員に異議がないときは、指名推薦により会長を選出できると
あります。
お諮り致します。どちらの方法がよいか、ご意見ございますでしょうか。

仮
（貝塚委員）

 議 長

他にご意見はございませんか。

（異議なしの声・意見、質問等なし）

それでは、齊藤委員を会長に推薦するご意見がございました。

お諮りします。齊藤委員を会長にすることに、賛成の方は挙手をお願いします。

それでは日程に従い会議を進めたいと思いますので、ご協力の程よろしくお願い
します。

全員賛成ですので、齊藤委員をかすみがうら市農業委員会会長とすることに、

決定いたします。
これで、仮議長の職を終了させていただきます。ご協力ありがとうございました。

それでは、ただいま選出されました齊藤会長に、ここでご挨拶をお願いしたいと
思います。

（新会長あいさつ）

栗山委員

仮
（貝塚委員）

 議 長

仮
（貝塚委員）

 議 長

仮
（貝塚委員）

 議 長

事務局長

議　長

3



議　長

議　長

議　長

議　長

議　長

1番 栗山委員

議　長

1番 栗山委員
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したいと思いますが、ご異議ございませんか。
只今、氏名推薦のご意見がございましたが、会長代理は、指名推薦により選出

日程第8　議席の決定について。
議席の決定は委員会規則第5条の規定により「くじで定める」ことになっており
ます。お諮り致します。くじ引きの順番は仮議席順に引くことで、ご異議
ございませんか。

（異議なしの声・意見、質問等なし）

はい、栗山委員。

指名推選でお願いします。

議　長

それでは、事務局で準備をお願いします。

（くじ引き）

くじ引きが終了しました。事務局で確認を行いますのでしばらくお待ちください。

確認ができましたので、事務局長から議席番号及び氏名を朗読させます。

議事録署名委員は、会議規則第16条第2項の規定により、13番 市川委員、14番
栗原委員を指名いたします。
会議書記は、事務局職員の永田係長を指名いたします。

続いて日程第10　日程の決定について。
只今から午後12時までとしたいと思いますが、ご異議ございませんか。

（議席番号及び氏名の朗読）

只今、事務局長から朗読のありました席に移動願います。移動が終了しましたら、
身分証明書用の写真撮影を行います。撮影は議席順に行いますので、終了する
まで暫時休憩と致します。

（暫時休憩）

休憩前に引き続き、会議を開きます。

できることとあります。
お諮り致します。どちらの方法がよいか、ご意見ございますでしょうか。
発言は、挙手にてお願いいたします。

はい。

議　長

議　長

議　長

事務局長

議　長

議　長

（異議なしの声あり）

ご異議ございませんので、午後12時までと致します。

続いて日程第11　会長代理の互選について。
農業委員会等に関する法律第5条第5項及び委員会規則第2条の規定を準用できる
とあり、会長代理の選出については、委員の無記名投票で選出する規定があり
ます。さらに、出席委員に異議がないときは指名推薦により会長代理を選出

只今の席を議席として指定いたします。

次に日程第9　議事録署名委員の指名ついて。



11番 鈴木委員

議　長

11番 鈴木委員

議　長

議　長

議　長

事務局

（新会長代理あいさつ）

それでは、市川会長代理からあいさつをお願いいたします。

議案第23号について、ご意見ご質問等ございますでしょうか。

（異議なしの声・意見、質問等なし）

よろしいですか。それでは採決いたします。

原案のとおり委嘱することに決定いたします。

次に、日程第13　その他でありますが、まずお諮りいたします。

以上で、本日の議案審議は終了しました。

農業委員会の互助会については、引き続き同様に行いたいと思いますが、いかが
でしょうか。
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議　長

職務内容は、担当区域において担い手への農地利用の集積・集約化、耕作放棄地

只今、事務局説明が終わりました。これより、審議に入ります。

しながら活動を行うものでございます。

議　長

ます。承認を受け、任期は4月1日から農業委員任期と同じく平成33年3月27日まで
委嘱する方々は、お配りしてある資料にあります9地区11名の推進委員でござい
委嘱するものでございます。

本案は、農業委員会等に関する法律第17条に基づき、農業委員会が農地等の利用

事務局より、議案の朗読及び説明をお願いします。

それでは、どなたか会長代理候補者を推薦してください。
それでは指名推薦により選出致します。

（異議なしの声・意見、質問等なし）

いたします。
異議なしということですので、13番 市川委員を会長代理とすることに、決定

の発生防止・解消等、地域における現場活動を農業委員とともに連携・協力

「議案第23号　農地利用最適化推進委員の選任について」上程いたします。
次いで、日程第12　議事。

はい。

13番の市川 敏光委員を推薦いたします。

（異議なしの声・意見、質問等なし）

それでは、説明いたします。

の最適化の推進に熱意と識見を有する者のうちから、農地利用最適化推進委員を

お諮りいたします。ご異議ございませんか。
13番の市川 敏光委員を推薦するご意見がございました。

となります。

はい、鈴木委員。

議案第23号について、原案のとおり承認することに賛成の方は挙手をお願いし
ます。

議　長

全員賛成ですので、「議案第23号　農地利用最適化推進委員の選任について」は、

議　長

議　長



（午前10時35分　閉会）

議　長

全員出席でお願いいたします。

只今事務局から説明がありましたが、何かご質問等ございますか。

（異議なしの声あり）

議　長

以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。
長時間にわたる慎重審議大変ご苦労様でした。
以上を持ちまして平成30年第1回臨時総会を閉会いたします。
長時間にわたり、慎重審議大変ご苦労様でした。

⑤旅行積立について
⑥賄費積立について
⑦全国農業新聞の購読について
⑧農業委員会活動推進要領について
⑨農業委員活動記録について
⑩農地利用最適化推進委員の委嘱状交付式について

次回の総会の日程ですが、4月10日火曜日午後2時から開会いたします。
なお、農地利用最適化推進委員の委嘱状交付式を同日午後1時から行いますので、

ご異議なしと認め、互助会を存続させることにいたします。議　長
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次に事務局から、資料の内容について説明をお願いいたします。

②定例総会について

④互助会について

（異議なしの声あり）

①任意部会（農地・農政）について

③事前調査について

事務局


