
第３回 浜松市農業委員会総会議事録 

１．開催日時 

   平成３０年７月１日（日）午後１時３０分

   浜松市役所 北館 １０１・１０２会議室

２．委員の出欠席 

 （１）出席委員 ２４名 

    松澤崇 中島雅弥 松島好則 田中照明 原田博示 袴田正保

    松尾康弘 横井利治 鈴木克育 袴田博子 根木常次 内山進吾

    岡本純 藤村猪三 高井孝平 後藤剛 小杉高史 森島倫生 

鈴木英雄 水﨑久司 井上保典 伊藤安子 小栁守弘 鈴木要

 （２）欠席委員 ０名 

３．出席した事務局職員 

   清水克 鈴木智久 齋藤和也 木下穣 松本行弘 河村幸一郎 石田潤司 

小杉幸俊 吉山和志 山口彩

４．議事 

  選第１号 浜松市農業委員会会長の選出について     

選第２号 浜松市農業委員会副会長の選出について    

（ 議席の指定について ）

第７号議案  農地利用最適化推進委員の委嘱について    

５．協議事項 

  ・幹事の選出について 

６．その他 

   ・西部農業委員会協議会代議員について

・農業者年金の加入推進部長について

・農業委員親睦会について

７．閉会 



事務局長 只今から、新体制移行後最初の総会を開会いたします。 

定数２４名のところ、出席委員２４名と全員にご出席いただいており

ますので、本会が成立しますことをご報告申し上げます。 

はじめにお願いでございますが、皆様のお席に名札をお配りさせてい

ただきました。本日の会議をはじめ、今後の現地調査、地区調査会や総

会での着用をお願いいたします。裏側には証明書が入っております。農

業委員会法では、農業委員、推進委員、事務局職員は農地法等の調査の

際、農地等に立ち入ることができるとされておりますが、関係者から求

められた時にはこの証明書を提示しなければなりません。携帯していた

だきますようお願いいたします。 

 それでは、最初の総会でありますので、自己紹介を行っていただきた

いと思います。氏名、町名、主な作付け作物等、利害関係の無い委員に

おかれましては職業などをご紹介いただきたいと思います。お手元に、

資料といたしまして、市議会に提出いたしました履歴書の抜粋をご用意

いたしました。後ほど、会長、副会長の互選会を行いますが、初めてで

分からない方もいらっしゃると思いますので、自己紹介と共に参考にし

てください。なお、この資料は後ほど回収させていただきますのでご了

承ください。それでは、松澤委員よりお願いします。

委  員 ≪自己紹介≫ 

事務局長 ありがとうござ ありがとうございました。それでは次第に従って進めてまいりたいと

思います。一般的には、議長は会長が務めることとなっていますが、会

長、副会長が決まっていませんので、議事に入る前に仮議長の選出をい

たします。慣例によりまして、委員の皆様の中で最年長者であります田

中照明委員にお願いしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

委  員 ≪異議なしの声≫ 

事務局長 それでは、仮議長は、田中照明委員にお願いいたします。よろしくお

願いいたします。 

仮 議 長  それでは、ご指名によりまして、私が仮議長を務めさせていただきま

すので、ご協力をお願いいたします。 

 初めに、議席の指定でございますが、浜松市農業委員会総会会議規則

第４条の規定により、会長が定めることになっておりますが、現在着席

していただいておりますところを仮議席とし、会長が決まりましたら本

議席を決定したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

次に、議事録署名人ですが、私から指名させていただいてご異議ござ

いませんか。 

委  員 ≪異議なしの声≫

仮 議 長  それでは、仮議席１番の松澤崇委員と、仮議席２番の中島雅弥委員の



お二人にお願いいたします。 

仮 議 長 それでは、早速、会長と副会長を選出する互選会を行いたいと思いま

す。浜松市農業委員会規則第２３条の規定により、仮議長となった者が

互選管理人となる、となっておりますので私が互選管理人を務めさせて

いただきます。 

事務局長 浜松市農業委員会規則第２１条により、「互選会は、委員の３分の２

以上の者の出席により成立する。」となっております。本日は先程報告

したとおり委員定数２４名のところ全員にご出席いただいているため、

この互選会は成立いたしますことをご報告申し上げます。 

互選管理人 それでは、選第１号「浜松市農業委員会会長の選出について」を上程

いたします。事務局から説明をお願いいたします。 

事 務 局 ≪説明≫ 

事務局長 会長の選出につきましては、「農業委員会等に関する法律」第５条の

規定により、「会長は、委員が互選した者をもって充てる。」となって

おり、投票により行うのが原則となります。 

互選の意味でございますが、選挙権者が同時に被選挙権者として互い

に選挙を行うこと、となっておりますので皆さん全員が選挙する人と同

時に選挙される人となります。本日出席の皆さん全員が参加しなければ

ならず、一部の委員を除外してなされた互選は無効となりますが、委員

が故意に互選を棄権した場合はこの限りではないということでありま

す。 

また、浜松市農業委員会規則第３０条に「互選会に出席した委員中に

異議がないときは、指名推選の方法を用いることができる。」とありま

すが指名推選の方法をとりましても、指名された候補者について出席委

員全員が同意しなければ成立いたしません。 

こうしたことから事務局といたしましては、農業委員会法第５条に規

定されているとおりに投票によって選出する方法が最善と考えます。 

互選管理人 只今、事務局より説明がありました。会長の選出については、投票に

よる方法が最善とのことでありましたが、異議ございませんか。 

委  員 ≪異議なしの声≫ 

互選管理人 異議ないものと認め、会長の選出は投票により行うことといたしま

す。 

事務局長 それでは、投票についてご説明いたします。 

浜松市農業委員会規則第２５条の規定により、「互選は、単記無記名

の投票により行う。」、「投票は、委員１人につき１票とする。」とい

たします。 

浜松市農業委員会規則第２６条の規定により、次に掲げる投票は無効



となります。  

１ 所定の投票用紙を用いていないもの  

２ 委員の氏名を自書していないもの  

３ 委員の氏名以外の事項を記入したもの  

４ 委員以外の者の氏名を記入したもの  

５ １票中に２人以上の委員の氏名を記入したもの  

以上につきましては無効投票となりますのでご注意下さい。当選人の

決定ですが、浜松市農業委員会規則第２９条によりまして「有効投票の

最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じときは、当選人

はくじにより決定する。」こととなります。 

投票方法を説明いたします。 

まず、お配りしました仮議席表をご覧ください。仮議席番号順に投票

用紙交付場所まで来ていただき、交付を受けた後、記載台にて記載、投

票箱へ投票をお願いいたします。 

なお、記載台には、委員のお名前が貼ってありますのでご確認くださ

い。 

互選管理人 只今、事務局から説明がありました点に留意して投票を行いたいと思

います。 

事務局職員は投票箱の中が何もないことを確認後、鍵を閉めてくださ

い。 

事 務 局 ≪確認後、施錠≫ 

互選管理人 それでは、最初に会長の投票を行いますので、仮議席番号順に起立し

て投票してください。 

委  員 ≪投票≫ 

互選管理人 投票されていない委員はいませんか。 

ないようですので、事務局は、投票箱を閉鎖してください。 

事 務 局 ≪投票箱閉鎖≫ 

互選管理人 それでは、只今から開票を行います。なお、浜松市農業委員会規則第

２８条第１項の規定により立会人３人の方を指名させていただきます。

仮議席３番の松島好則委員、仮議席５番の原田博示委員、仮議席６番

の袴田正保委員の３名の方にお願いいたします。前においでいただき、

開票の立ち合いをお願いいたします。 

互選管理人 ≪開票終了後、立会人に投票の適正を確認≫ 

互選管理人 開票が終了しました。立会人３名に投票の効力を確認したところ、投

票は適正とのことでありましたので、投票を有効といたします。それで

は、投票の結果を発表いたします。 

 投票総数２４票、有効投票数２４票、無効投票はございません。 



松島好則委員、１９票。 

 後藤剛委員、２票。 

 森島倫生委員、１票。 

 鈴木要委員、２票。 

 以上でございます。 

 最多得票者は松島好則委員でございます。 

 浜松市農業委員会会長は、松島好則委員に決定しました。 

互選管理人 次に、選第２号「浜松市農業委員会副会長の選出について」を上程い

たします。事務局から説明をお願いいたします。 

事 務 局 ≪説明≫ 

事務局長 先程の会長選出と同様に、選挙による方法と、指名推選による方法が

ございますが、指名推選による方法は全員が了承しなければ成立いたし

ません。こうしたことから事務局といたしましては、農業委員会法第５

条に規定されているとおりに投票によって選出する方法が最善と考え

ます。 

互選管理人 只今、事務局より、先程と同様に指名推選の方法がありますが、投票

による方法が最善とのことでありました。異議ございませんか。 

委  員 ≪異議なしの声≫ 

互選管理人  異議ないものと認め、副会長の選出も投票により行うことといたしま

す。 

事務局長 それでは、投票について説明いたします。 

副会長の選挙につきましても、先程の会長の選挙と同様に、仮議席番

号順にお願いいたします。 

互選管理人 それでは、先程と同様に投票しますので、事務局職員は投票箱の中が

何もないことを確認後、鍵を閉めてください。 

事 務 局 ≪確認後、施錠≫ 

互選管理人 それでは、副会長の投票を行いますので、仮議席番号順に起立して投

票してください。 

委  員 ≪投票≫ 

互選管理人 投票されていない委員はいませんか。 

ないようですので、事務局は、投票箱を閉鎖してください。。 

事 務 局 ≪投票箱閉鎖≫

互選管理人 それでは、只今から開票を行います。 

なお、浜松市農業委員会規則第２８条第１項の規定により立会人３名

の方を指名させていただきます。 

仮議席７番の松尾康弘委員、仮議席８番の横井利治委員、仮議席９番の

鈴木克育委員の３名の方にお願いいたします。前においでいただき、開



票の立ち合いをお願いいたします。 

互選管理人 ≪開票終了後、立会人に開票の適正を確認≫ 

互選管理人 開票が終了いたしました。立会人３人に投票の効力を確認したとこ

ろ、投票は適正とのことでありましたので、投票を有効といたします。

それでは、投票の結果を発表いたします。 

投票総数２４票、有効投票数２４票、無効投票はございません。 

松澤崇委員、１票。 

後藤剛委員、４票。 

森島倫生委員、１票。 

鈴木英雄委員、１５票。 

鈴木要委員、３票。 

最多得票者は、鈴木英雄委員でございます。 

よって、浜松市農業委員会副会長は、鈴木英雄委員に決定しました。

会長・副会長が決定いたしましたので、ここで互選会を閉会いたしま

す。 

ご協力ありがとうございました。 

事務局長 互選会が閉会したことにより、田中照明委員の職務は終了いたしまし

た。長時間にわたりありがとうございました。 

田中委員は、席へお戻りください。 

それでは、会長の松島好則委員と、副会長の鈴木英雄委員は前の席へ

おいでください。ご挨拶をお願いします。 

会  長  浜松市農業委員会の会長を拝命する松島好則です。３年間よろしくお

願いいたします。 

３年間全力で職務を遂行していく所存です。浜松市農業委員会がチー

ムとして団結し、円滑に運営できるよう、ご協力くださいますようお願

い申し上げます。 

副 会 長  浜松市農業委員会が新体制に移行する記念すべき年に、副会長に選出

いただき、ありがとうございます。至らないところがあるかと思います

が、皆様の助言をいただき、松島会長とともに職務を全うしてまいりま

す。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。それでは、ここからは会長に議長をお願い

したいと思います。 

議  長 はじめに議席についてでございますが、浜松市農業委員会総会会議規

則第４条の規定により、「委員の議席は、会長が定める。」となってお

ります。只今の並びは地区調査会の順番となっており、今後の総会にお

いて調査会の協議結果を説明する順番となります。審議を円滑に進める

ためにも、今の順番を議席番号としたいと思います。異議ございません



か。 

委  員 ≪異議なしの声≫ 

議  長 それでは、第７号議案「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。事務局から、説明をお願いします。 

事 務 局 ≪説明≫ 

齋藤Ｇ長 それでは説明します。別紙１「農地利用最適化推進委員内定者名簿」

をご覧ください。浜松市農地利用最適化推進委員を平成３０年１月１５

日から２月１４日にかけて公募しましたが、３７地区３７人定数のとこ

ろ、４８人の応募がありました。 

選考の過程の公正性及び透明性を確保するため、浜松市農業委員会の

農地利用最適化推進委員の選任に関する要綱及び農地利用最適化推進

委員候補者評価委員会設置運営要綱により、会長が指名する農業委員５

人を評価委員として候補者評価委員会を設置し、会議を行って選考いた

しました。 

その結果、別紙１の３７地区３７人を推進委員内定者として決定いた

しました。ご承認をいただければ本日付で委嘱いたします。説明は以上

でございます。 

議  長 只今、事務局より説明がありましたが、ご意見、ご質問がある方は挙

手願います。 

委  員 ≪質疑なし≫ 

議  長 よろしいですか。それでは採決いたします。第７号議案「農地利用最

適化推進委員の委嘱について」は、原案どおり承認することにご異議ご

ざいませんか。 

委  員 ≪異議なしの声≫ 

議  長 異議ないものと認め承認し、表に記載されている３７人を本日付で農

地利用最適化推進委員に委嘱することといたします。 

議事については以上でございます。 

それでは、その他、事務局からございましたらお願いします。 

齋藤Ｇ長 それでは、事務局から提案ですが、今まで、農業委員会総会において

事前に協議したい案件がある場合には、会長、副会長、部会長、部会長

代理の８人からなる役員会で意見の集約を行ってまいりました。 

今回の新制度移行により、役員は会長と副会長の２人となりました

が、事前協議が必要な案件がある場合に役員とともに集まって事前協議

をしていただく委員を旧部会単位でお１人ずつと、利害関係の無い委員

から１人の計４人、幹事として選出していただきたいと思います。よろ

しいでしょうか。 



委  員 ≪異議なしの声≫ 

齋藤Ｇ長 それでは、４つのグループに分かれてお話合いを行っていただき、お

１人ずつ選出をお願いします。 

委  員 ≪選出≫ 

齋藤Ｇ長 ご協議ありがとうございました。それでは、幹事となられた方をご紹

介いたしますので、名前を呼ばれた方はご起立願います。 

議席番号６番、袴田正保委員。 

議席番号１６番、後藤剛委員。 

議席番号１８番、森島倫生委員。 

議席番号２４番、鈴木要委員。 

以上、４人の委員が幹事として選出されました。よろしくお願いいた

します。それではご着席ください。 

齋藤Ｇ長 続きまして、事務局から、６点ご連絡です。 

１ 推進委員と調査員の委嘱書について 

先程、第７号議案で推進委員の委嘱についてご承認いただきました。

今月の調査会の時に事務局職員が推進委員と農業調査員の委嘱書を持

参いたします。農業委員の皆様からお渡しいただきたいと思いますので

よろしくお願いいたします。 

２ 西部農業委員会協議会の代議員について 

浜松市農業委員会と湖西市農業委員会で組織する西部農業委員会協

議会という組織がございますが、協議会の事業や予算について審議する

総会にご出席いただく代議員は、本市からは５人となっております。内

訳は、農業委員会の会長及び副会長並びに会長が指名する農地利用最適

化推進委員３人となっております。地区のバランスを考慮して旧の部会

単位で１人ずつ会長から、後日、ご指名いただきたいと思います。 

３ 農業者年金の加入推進部長について 

農業者へ農業者年金の加入を勧める加入推進部長について、従来農業

委員１０人で行っておりましたが、他市の状況等を考慮し、今期からは

副会長に加入推進部長となっていただきたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

４ 名刺の作成について 

「名刺の作成について」をご覧ください。農業委員として地域で活動

していただく際に、名刺が必要な方は事務局で作成いたしますので、申

込書をご提出願います。基本的には住所、電話番号等は事務局の連絡先

を記載いたしますが、個人の連絡先を希望される場合は、太枠の中にご

記入ください。 

５ 農業委員親睦会について 



農業委員相互の親睦を図ることを目的として、具体的には、新年会等

親睦会の開催、委員の慶弔に関することについて定めております。会費

は年額５，０００円でございますので、７月１７日の総会の時に集金さ

せていただきます。よろしくお願いいたします。 

６ 配付資料について 

茶色の紙袋に入れてテキスト等をお配りさせていただきました。中身

をご確認願います。冊子が５冊、農業委員・推進委員活動マニュアル、

研修テキストシリーズ①～③、農業委員・推進委員の活動記録簿、物品

は農業委員会の帽子、腕章、ボールペン、ピンクと黄色の蛍光ペンです。

テキスト類は、農業委員会業務の概要や農地法の許認可の基準が記載さ

れておりますので、またご一読願います。黄緑色の活動記録簿について

少し説明させていただきます。４ページをお開き下さい。活動区分表と

して農業委員・推進委員の具体的な活動が２５項目に分けてあります。

５ページから１９ページは活動記録簿となっていますので、農地法の現

地調査や相談等の活動を記録してください。毎年１月には、２０ページ

にございます集計表を提出していただきます。２５項目のうちどの活動

を何時間行ったか月ごとの集計となります。農業委員を継続されている

方は、以前に記録簿をお渡ししてありますが、年末の提出はこちらの様

式でお願いします。２４ページからは総会記録簿となっておりますの

で、ご活用ください。 

７ 議案等の取り扱いについて 

農業調査会や総会等で配付されている議案等には個人情報が含まれ

ております。お配りしている議案等のうち、個人情報が含まれているも

のは、会議終了後に事務局で原則回収とさせていただきますので、その

まま机の上に置いて行っていただきたいと思います。調査会においても

同様の対応とさせていただきます。 

業務上、議案の情報が必要になった場合は事務局へご連絡いただけれ

ば、その都度ご用意いたします。よろしくお願いいたします。 

８ 今後の会議日程 

最後に、今後の会議日程についてのお知らせです。７月１７日（火）

午後１時３０分から、本日と同じこの会場で、第４回農業委員会総会を

開催いたします。よろしくお願いいたします。 

事務局からの連絡は以上です。 

議  長 それでは、予定をしておりました議事等につきましてはすべて終了い

たしました。長時間にわたり、お疲れ様でございました。これをもちま

して、第３回浜松市農業委員会総会を閉会といたします。 



閉会時間 午後２時４５分 

以上の議事の正確さを期するため署名する。 

平成３０年７月１日 

会 長  松島 好則 

委 員  松澤 崇 

委 員  中島 雅弥 


