令和２年第８回東久留米市農業委員会総会
１．日時・場所

令和２年７月２０日（月）

議事録

午後３時３０分～午後４時３０分

市役所 ７階 ７０１会議室
２．出欠席
1番

中島 哲

出・欠

2番

吉田 敏夫

出・欠

3番

貫井 光広

出・欠

4番

岸 義幸

出・欠

5番

小山 正則

出・欠

6番

栗原 毅

出・欠

7番

横山 幸男

出・欠

8番

山下 一雅

出・欠

9番

村野 喜安

出・欠

10 番 貫井 健一

出・欠

11 番

髙野 政則

出・欠

12 番

齊藤 恵子

出・欠

13 番 村野 清

出・欠

14 番

三沢 栄

出・欠

（出席 14 名、欠席
３．議事録署名委員

0

名、委員の過半数以上の出席により会議は成立）
2 番委員・吉田 敏夫

3 番委員・貫井 光広

４．農業委員会委員自己紹介
５．仮議席の指定
６．審議事項
（１）農業委員会会長の選出について
（２）議席の指定について
（３）会議録署名委員の指名について
（４）農業委員会会長職務代理の選出について
（５）農業経営部会員・農地部会員について
（６）農業経営部会・農地部会の正副部会長及び広報委員の選出について
（７）東京都農業会議普通会員について
（８）東京都都市農政推進協議会会員について
（９）東久留米市都市農政推進協議会委員の選出について
（１０）東久留米市農業連絡協議会委員の選出について
（１１）東久留米市環境審議会委員の選出について
７．報告事項
（１）令和２年度 農業委員会事業予定について
（２）東京都農業会議主催 新任農業委員研修会について
８．その他
９．次回総会 令和２年第９回東久留米市農業委員会総会
令和２年８月２５日（火）午後１時３０分～

◎開会
○市民部長

只今より、令和２年第８回東久留米市農業委員会総会を開会します。

私は、本日の司会進行を務めます、東久留米市市民部長の山下です。
本日は、お忙しいところ、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。
次第に従いまして進行させていただきます。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
◎農業委員会委員自己紹介
○市民部長

４．農業委員会委員自己紹介です。本日、このメンバーで初めての農業

委員会総会でありますので、自己紹介をお願いします。（お名前、支部名等）
～委員、順番に自己紹介～
○市民部長

農業委員会事務局及び農政係の紹介をさせていただきます。

～事務局職員紹介（事務局長、係長、農業委員会事務局、農政係）～
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
◎仮議席の指定
○市民部長

続きまして、５．仮議席の指定です。今お座りの席は、ご推薦いただい

た順番となっております。この席を仮議席と指定させて頂きます。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
◎審議事項
○市民部長

（農業委員会会長の選出）

続きまして、６．審議事項に移らせていただきます。本日お集まりいた

だいた委員の皆様は、７月１９日の農業委員任期満了に伴い、先ほど、市長から任命
されました。
なお現在、新会長が選出されておりませんので、それまでの間、私が進行させてい
ただきます。
まず、審議事項（１）農業委員会会長の選出についてお諮りいたします。
推薦、立候補、選考委員による協議等の方法がございますが、いかがいたしましょ
うか。
○岸委員
○市民部長

２期目の方も多いことですので、推薦がよろしいかと思います。
ただいま、岸委員より会長の選出方法は推薦とのご意見がございました

が、いかがでしょうか。
○栗原委員

異議ありません。

○市民部長

それでは、推薦で行いたいと思います。推薦したい方について、いらっ

しゃいますか。

○貫井光広委員
○市民部長

中島委員を会長に推薦いたします。

ただ今、貫井委員より、会長に中島委員がご推薦されましたが、皆様い

かがでしょうか。
○吉田委員

私も賛成です。中島委員がふさわしいと思います。

○市民部長

中島委員お受けいただけますか。

○中島委員

全委員の総意とのことですので、お受けいたします。

○市民部長

それでは、皆様の拍手をもってご同意とさせていただきます。
～全委員、拍手～

○市民部長

それでは、中島会長、議長席へご移動をお願いします。
～～～中島会長

○市民部長

議長席へ移動～～～

それでは、中島会長よりご挨拶をいただきたいと思います。
～中島会長挨拶～

○市民部長

会長が決定いたしましたので、この後は、東久留米市農業委員会会議規

則第４条の規定により、中島会長に議長をお願いしたいと思います。
○事務局長

市民部長は公務によりここで退席させていただきます。
～～～市民部長

退席～～～

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（議席の指定）
○中島議長

それでは、皆様のご協力をいただきまして、審議を進めさせていただき

ます。（２）議席の指定についてです。事務局より説明をお願いします。
○事務局長

東久留米市農業委員会会議規則第７条により、議席はあらかじめ「くじ」

で定める事となっております。ここにくじを１４本ご用意しました。１～１４の番号
を表示してあります。まず、くじを引く順番を決めるくじを引きます。次にもう１度
くじを引いていただき、２度目に引かれたくじの番号が議席番号になります。
～くじを引く順番を決めるくじ～
～議席を決めるくじ～
～事務局より委員の議席番号読み上げ～
○中島議長

ただ今のくじ引きをもって、本議席を決定させていただきます。次回の

総会から議席順に座っていただきます。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（会議録署名委員について）
○中島議長

続きまして、審議事項（３）会議録署名委員の指名について、事務局よ

り説明をお願いします。
○事務局長

東久留米市農業委員会会議規則第１３条で『会長は、議事録を作製しな

ければならない。また、議事録には、議長及び委員会において定めた２人以上の出席
委員が署名捺印しなければならない。』となっております。
毎月の総会の審議事項についての議事録を事務局が作成いたします。作成された議
事録については、次回の総会において署名捺印をいただいております。ご協力のほど
よろしくお願いいたします。
○中島議長

事務局より説明がありましたとおり、議長及び２人以上の出席委員とな

っております。今回の会議録署名委員は、２番の吉田委員と３番の貫井光広委員にお
願いいたします。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（農業委員会会長職務代理の選出）
○中島議長

続きまして、（４）農業委員会会長職務代理の選出についてです。東久

留米市農業委員会会議規則第１６条の規定に基づき、会長職務代理の選出方法は互選
となっておりますが、選出方法はいかがいたしましょうか。
○横山委員

会長からのご指名でよろしいかと思います。

○中島議長

ただいま、横山委員より会長からの指名の提案がありましたがいかがで

しょうか。
～全委員賛成～
○中島議長

それでは、会長職務代理には、認定農業者であり、後継者育成にも努力

されております、また、農業経験豊富な貫井健一委員を指名いたします。
○貫井健一委員

ご指名ですのでお受けいたします。
～貫井会長職務代理挨拶～

○中島議長

貫井委員、よろしくお願いします。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（農業経営部会・農地部会員について）
○中島議長

続きまして、（５）農業経営部会員・農地部会員についてです。事務局

より説明をお願いします。
○事務局長

まず、部会について、農業委員会には、委員会の活動計画を効率的に運

営するため、部会を設置しています。部会は農業経営部会と農地部会の２部会です。
農業経営部会とは、農業振興のための後継者・担い手育成、市民ニーズに即した生
産と流通の体制づくり、安全と環境に配慮した農業の推進、地域の農業を推進する組
織の育成強化などに取り組む組織であり、農業委員のうち７名で構成されます。
農地部会とは、農地等の利用関係の調整に関する事項、優良農地の保全、農業・農
地による良好な都市環境の保全、農地による安全なまちづくり、関係税制の改善など
に取り組む組織であり、農業委員のうち７名で構成されます。
部会員は東久留米市農業委員会部会設置要綱第３の規定により、会長が委嘱するこ
とになっておりますので、中島会長から指名していただければと思います。
○中島議長

それでは、指名させていただきます。

農業経営部会には、横山幸男委員、吉田敏夫委員、村野清委員、髙野政則委員、村
野喜安委員、山下一雅委員、私で構成したいと思います。
農地部会には、岸義幸委員、三沢栄委員、栗原毅委員、齊藤恵子委員、貫井光広委
員、小山正則委員、貫井健一委員にお願いしたいと思います。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（農業経営部会・農地部会の正副部会長及び広報委員の選出について）
○中島議長

続きまして、（６）農業経営部会・農地部会の正副部会長及び広報委員

の選出についてです。事務局より説明をお願いします。
○事務局長

東久留米市農業委員会部会設置要綱第４の規定に基づき、部会長１名、

副部会長１名、広報委員２名等を互選で決める必要がございます。
○中島議長

事務局より説明がありました。互選で決めることになっておりますが、

この審議事項以降の互選については、各委員の経験や全体のバランス等を踏まえ、会
長の私から指名していきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○三沢委員

異議ありません。

○中島議長

それでは、農業経営部会長に横山委員、農業経営副部会長に吉田委員、

農地部会長に岸委員、農地副部会長に三沢委員、広報委員に村野清委員、髙野委員、
栗原委員、斎藤委員にお願いいたします。
○中島議長

それでは、横山農業経営部会長より、ご挨拶をいただきたいと思います。
～横山委員挨拶～

○中島議長

続いて、岸農地部会長より、ご挨拶をいただきたいと思います。
～岸委員挨拶～

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（東京都農業会議普通会員について）
○中島議長

続きまして、（７）東京都農業会議普通会員についてです。事務局より

説明をお願いします。
○事務局長

東京都農業会議とは、東京都知事より指定を受けている農業委員会の上

部組織であり、農地の有効利用、担い手の育成等を行っており、また、農業委員会の
研修会の開催など、さまざまな支援を行っていただいております。
東京都農業会議普通会員とは、一般社団法人東京都農業会議を構成する会員であり、
一般社団法人東京都農業会議定款第６条４項１号の規定により、東京都内の区市町村
の農業委員会の会長または農業委員会が指名した委員となっております。他市の農業
委員会と同様に東久留米市農業委員会では従来から農業委員会会長になっていただ
いておりますので、中島会長にお願いいたします。
○中島議長

承知いたしました。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（東京都都市農政推進協議会会員について）
○中島議長

続きまして、（８）東京都都市農政推進協議会会員についてです。事務

局より説明をお願いします。
○事務局長

東京都都市農政推進協議会とは、区市町村の都市農政推進協議会の上部

組織にあたり、東京の農業・農業者の利益を代表し、都市農政の確立・土地の利用調
整および都市農業に対する税制・課税の適正化運動を展開し、農業と都市発展との健
全なる調和を図ることを目的としております。
東京都都市農政推進協議会会則第４条の規程により、農業委員会が会員となってお
ります。総会があった際は、例年、会長に出席していただいておりますので、中島会
長に出席をお願いします。
○中島議長

承知いたしました。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（東久留米市都市農政推進協議会委員の選出について）
○中島議長

続きまして、（９）東久留米市都市農政推進協議会委員の選出について

です。事務局より説明をお願いします。
○事務局長

東久留米市都市農政推進協議会とは、市内の農業者の利益を代表し、都

市農政の確立、土地の利用調整及び都市農業に対する税制、課税の適正化運動を展開

し、農業と都市発展との健全なる調和をはかることを目的としております。
東久留米市都市農政推進協議会 会則第６条の規程に基づき、農業委員会より５名
の委員を選出する必要があります。
協議会では、おおむね、年１・２回の会議がございます。
○中島議長

それでは、東久留米市都市農政推進協議会委員に、貫井健一委員、村野

喜安委員、貫井光広委員、三沢委員、私の５名とします。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（東久留米市農業連絡協議会委員の選出について）
○中島議長

続きまして、（１０）東久留米市農業連絡協議会委員の選出についてで

す。事務局より説明をお願いします。
○事務局長

東久留米市農業連絡協議会とは、農業生産の向上、農業経営者の育成、

農地確保、公害発生防止等農業基盤を確立し、農業経営の安定を図ることを目的とし
ております。
東久留米市農業連絡協議会 会則第４条の規程に基づき、農業委員会より３名の委
員を選出する必要があります。
協議会では、おおむね、年１・２回の会議がございます。
○中島議長

それでは、東久留米市農業連絡協議会委員に、栗原委員、小山委員、岸

委員にお願いします。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（東久留米市環境審議会委員の選出について）
○中島議長

続きまして、（１１）東久留米市環境審議会委員の選出について、事務

局より説明をお願いします。
○事務局長

市長より東久留米市環境審議会委員の推薦依頼がきております。委嘱期

間として令和２年８月２５日から令和４年８月２４日までの２年間となっておりま
す。環境基本計画及び緑の基本計画の進捗管理等の確認を行います。また、２年目は、
緑の基本計画の策定を行う予定とのことです。
東久留米市環境審議会規則第２条の学識経験者等として農業委員１名が選出され
ております。今年度は２回程度の会議を予定しており、来年度は４回程度の会議を予
定しております。
○中島議長

それでは、東久留米市環境審議会委員に、岸委員にお願いします。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
◎報告事項
○中島議長

続きまして、７．報告事項に移ります。（１）令和２年度 農業委員会

事業予定について、事務局より説明をお願いします。
○事務局

令和２年度 農業委員会事業予定の資料をご覧ください。今年度の農業委

員予定表を記載しております。８月１９日に新任農業委員研修がございます。詳しい
内容は次の（２）で説明いたします。
農業委員会の総会は、毎月２５日に開催しておりますが、９月は会議室を確保でき
なかったため、２４日に変更しておりますので、ご了承のほど、よろしくお願いしま
す。また、毎年１１月に市民みんなのまつりがありましたが、新型コロナウイルス感
染症の影響により中止となっております。記載している内容はあくまで予定ですので、
前後ずれる可能性がありますので、よろしくお願いします。
○中島議長

続きまして、（２）東京都農業会議主催 新任農業委員研修会について、

事務局より説明をお願いします。
○事務局

新任農業委員研修会の開催についての資料をご覧ください。今年初めて農

業委員になられた方に対しての研修会です。日時は８月１９日（水）午後２時から昭
島市で開催されますので、市役所１階の車寄せ、正午に集合してください。また、昼
食を済ませてから集合のほどよろしくお願いします。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
◎その他
○中島議長

続きまして、８．その他に移ります。

～事務局よりその他について説明～
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
◎次回総会
○中島議長

続きまして、９．次回総会についてですが、令和２年第９回東久留米市

農業委員会総会は、令和２年８月２５日

午後１時３０分より場所は未定とのことで

すので、わかり次第ご連絡をお願いします。
只今をもちまして、令和２年第８回東久留米市農業委員会総会を閉会いたします。
本日はありがとうございました。
令和２年

８月２５日
議

長

中 島 哲（自 署）

2 番委員

吉 田 敏 夫（自 署）

3 番委員

貫 井 光 広（自 署）

