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 宝塚市農業委員会 

 第２４期 宝塚市農業委員会 令和２年初総会議事録 

 

１．日  時  令和２年（2020年）７月２０日（月）14時 00分～15時 00分 

 

２．場  所  宝塚市役所 特別会議室 

 

３．委員定数  １３人 

 

４．出席委員  １３人 

１番 

２番  ３番  ４番 

５番 

６番 

７番 

平塚 三郎 

今里 淺一 

阪上 勝弥 

山添 令子 

中西 瞳 

阪上 秀一 

塚本 俊昭 

８番 

９番 

１０番 

１１番 

１２番 

１３番 

中西 惠子 

平井 公雄 

林 五郎 

上田 健 

嶽 広行 

篠木 秀夫 

 

５．欠席委員  なし          

６．農地利用最適化推進委員定数 ５人 

 

７．出席農地利用最適化推進委員 ５人  
阪上 榮造 

辻井 利全 

東 勉 

   福井 仁 

和田 秀彰 

 

８．欠席農地利用最適化推進委員           なし 

９．事 務 局   

事務局 岡田 進、係長 木村 晴彦、事務職員 鈴木 恒、東久保 美圭 

 

１０．議  題 

議案第１号  宝塚市農業委員会会議規則第４条第１項の規定による議席決定                 について 
選挙第１号  農業委員会等に関する法律第５条第２項の規定による会長の互選につ        いて 
選挙第２号  農業委員会等に関する法律第５条第５項の規定による会長職務代理者

の互選について 
選挙第３号  非農地証明に関する土地調査規則第３条第２項の規定による調査委員

の互選について 
議案第２号  宝塚市農地利用最適化推進委員の委嘱及び担当地区の指定について 
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令和２年 宝塚市農業委員会 初総会                         日時：令和２年７月２０日 
○事務局 定刻となりましたので、宝塚市農業委員会初総会を開催いたします。本日の会議
の出席状況をご報告申し上げます。農業委員総数１３名で欠席はございません。よって、農

業委員会等に関する法律第２７条第３項により、在任委員の過半数が出席されていますの

で、会議は成立しています。なお、農地利用最適化推進委員候補者５名にもご出席いただい

ております。それでは、開催にあたりまして、中川市長からご挨拶をいただきます。 

（中川市長あいさつ） 

○事務局 引き続いて、宝塚市農業委員会委員の辞令交付式を行いたいと思います。 

（辞令交付式） 

○事務局 続いて各委員をご紹介したいと存じます。 

（委員紹介） 

○事務局 続きまして審議に入ります。会長が選出されるまでの間、中立委員の山添委員
に、臨時議長をお願いしたいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 

（異議なしの声） 

○異議なしの声がございましたので、山添委員、臨時議長をよろしくお願いいたします。 

○臨時議長 ご指名によりまして臨時議長を務めさせていただきます。それでは、議案第１
号 宝塚市農業委員会会議規則第４条第１項の規定による議席決定についての件を上程い
たします。 

○事務局 議案第１号 宝塚市農業委員会会議規則第４条第１項の規定による議席決定に
ついて。宝塚市農業委員会会議規則第４条第１項の規定により、議席の決定を抽選により行

うことについてです。議席はあらかじめくじで定めることとなっております。また、議席に

は番号をつけることとなっております。 

○臨時議長 ただいまの説明のとおり、議席の決定はくじで行います。議席の番号につきま
しては、机の上の番号のとおりとさせていただきまして、また、くじの順番も今お座りの机

の番号順とさせていただきたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

○臨時議長 それでは、くじ引きを行います。 

（くじ引き） 

○臨時議長 くじ引きが終わりましたので、その結果を事務局からご報告願います。 

○事務局 ご報告申し上げます。議席番号１番、平塚 三郎さん。２番、今里 淺一さん。
３番、阪上 勝弥さん。４番、山添 令子さん。５番、中西 瞳さん。６番、阪上 秀一さ
ん。７番、塚本 俊昭さん。８番、中西 惠子さん。９番、平井 公雄さん。１０番、林 五
郎さん。１１番、上田 健さん。１２番、嶽 広行さん。１３番、篠木 秀夫さん。 

○臨時議長 本日の議事録署名人は議席番号１番平塚委員と２番今里委員にお願いいたし
ます。次に、選挙第１号 農業委員会等に関する法律第５条第２項の規定による会長互選に
ついて及び選挙第２号 農業委員会等に関する法律第５条第５項の規定による会長職務代
理者互選について、互いに関連していますので、一括して上程いたします。 

○事務局 選挙第１号 農業委員会等に関する法律第５条第２項の規定による会長互選に
ついて。農業委員会等に関する法律第５条第２項の規定による宝塚市農業委員会会長選挙

を行う。選挙第２号 農業委員会等に関する法律第５条第５項の規定による会長職務代理
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者互選について。農業委員会等に関する法律第５条第５項の規定による宝塚市の農業委員

会会長職務代理者をあらかじめ定めておきたいので選挙を行う。  第５条第２項に、会長は、委員が互選した者をもって充てる。同条第５項に、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。これらをあらかじ

め定めようとするものです。 

決め方ですが、宝塚市農業委員会規程第２条によりますと、単記無記名の選挙で行い有効

投票の最多数を得た者を当選人とする方法、指名推薦の方法で行い委員全員が指名する者

をもって当選人をする方法がございます。なお、前回の農業委員会におきましては、地区代

表により会長及び会長職務代理をご選考いただきました。そのうえで、全委員にお諮りをし

て承認を受けて決定されております。 

○臨時議長 事務局から説明がありましたが、会長及び会長職務代理者の互選についてど
のようにさせていただきましょうか。  特にご意見がないようでしたら、先ほど事務局から説明のありました、前回と同様の地区
代表による選出という方法で選考することでよろしいでしょうか。賛成の方は挙手をお願

いします。 

（全員挙手） 

○臨時議長 全員賛成ですので、各地区代表による方法での選出をすることといたしま
す。それでは、各地区代表となる選出方法についてはどのようにさせていただきましょう

か。ご意見がないようですので、事務局からなにかご提案ないでしょうか。 

○事務局 事務局からの提案を申し上げます。各地区代表となる４名の選考委員の選出に
ついては、宝塚地区から篠木委員、良元地区から平塚委員、長尾地区から今里委員、西谷

地区から嶽委員を提案させていただきます。 

○臨時議長 ただいまの事務局案でご異議ございませんか。ご異議がなければ、４名の選
考委員については、別室へ移動のほどよろしくお願いします。 

（選考） 

○臨時議長 会議を再開いたします。選考結果について、選考委員から報告をお願いしま
す。 

○選考委員 選考委員からの結果を報告します。慎重に審議しました結果、会長に林五郎
委員、会長職務代理者に中西惠子委員を選出しました。 

○臨時議長 ただいまの報告について、お諮りいたします。会長は林五郎委員、会長職務
代理者は中西惠子委員とすることに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

○臨時議長 全員賛成ですので、会長は林五郎委員、会長職務代理者は中西惠子委員を決
定いたしました。それでは、林五郎委員、会長就任のあいさつをお願いいたします。 

（新会長あいさつ） 

○臨時議長 続きまして、中西惠子委員、会長職務代理者就任のあいさつをお願いいたし
ます。 

（新会長職務代理者あいさつ） 

○事務局 それでは、議長を交代いただきます。山添臨時議長ありがとうございました。
林会長引き続き議事進行よろしくお願いします。 

○議長 では、議長を務めさせていただきます。それでは、選挙第３号 非農地証明に関
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する土地調査規則第３条の規定による調査委員の互選について議題といたします。 

○事務局 選挙第３号 非農地証明に関する土地調査規則第３条第２項の規定による調査
委員の互選について。非農地証明に関する土地調査規則第３条第２項の規定による調査委

員の互選を行う。  第３条第２項に、調査員は委員の互選によって定めるとあり、農地以外の土地について
農地に該当しないことの実地調査を行うことを目的としております。 

○議長 非農地証明の調査委員について、意見はありませんか。特に意見がないようですの
で、事務局から何か案がありますか。 

○事務局 別紙に案として地区ごとに委員を割り当てさせていただいております。 

○議長 事務局から示された案のとおりで、御異議等ございますか。 

（異議なしの声） 

○議長 異議なしの声がありましたので、調査委員の互選については、決定させていただき
ます。  次に、議案２号 宝塚市農地利用最適化推進委員の委嘱及び担当地区の指定についてを
議題といたします。大変申し訳ございませんが、農地利用最適化推進委員の皆様におかれま

しては、本議題の審議中御退席をお願いしたいと思います。 

（推進委員退席） 

○議長 それでは本件につきまして、事務局から御説明お願いしたいと思います。 

○事務局 議案第２号宝塚市農地利用最適化推進委員の委嘱及び担当地区の指定について、
農業委員会等に関する法律第１７条第１項の規定により、宝塚市農地利用最適化推進委員

に次の者を委嘱する。また、併せて同法第１７条第２項の規定により各推進員が担当する区

域を次のように指定する。  ５名の方の御名前が記載いたしております。  福井仁さんが、担当地区、西谷地区のうち波豆・中部・境野を御担当いただこうと。阪上
榮造さんに、南部地区の全地域。辻井利全さんに、西谷地区のうち長谷・東部・西部を御担

当いただく。東勉さんに、西谷地区のうち上佐曽利・下佐曽利地区を御担当いただく。和田

秀彰さんに、西谷地区のうち玉瀬・切畑地区を御担当いただく。全てお住まいの出身の地区

を含んだその周辺、地理的なことを踏まえて担当地区を考えました。 

○議長 宝塚市農地利用最適化推進委員の委嘱及び担当地区の指定について、承認及び決
定することにしてよろしいでしょうか。 

（異議なしの声） 

○議長 宝塚市農地利用最適化推進委員の委嘱及び担当地区の指定について、農業委員の
皆様での賛成の方は異議なしと声を頂きましたが、挙手をお願いしたいと思います。 

（挙手） 

○議長 それでは全員が賛成ですので、そのように決定させていただきます。 

○事務局 それでは全員に御賛成いただきましたので、そのようにさせていただきまして
辞令交付を、農地利用最適化推進委員の辞令交付式を行いたいと思います。 

（辞令交付） 

○議長 それでは宝塚市農地利用最適化推進委員さんの５名の辞令交付式を終えました。  以上をもちまして審議を終了し、宝塚市農業委員会初総会をこれをもって閉会いたしま
す。 
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１０番（会長）  林  五 郎  
１番      平 塚 三 郎   
２番      今 里 淺 一 

   

   

 


