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      熊谷市農業委員会第１回総会議事録 

 

１ 開会・閉会の日時及び場所 

(1) 開会の日時  令和３年９月１日（水）午前９時３０分 

(2) 閉会の日時  令和３年９月１日（水）午前１１時００分 

(3) 場   所  めぬま農業研修センター 大会議室 

 

２ 会議を組織する委員の定数 

(1) 定員数  ４７名（農業委員１９名 農地利用最適化推進委員２８名） 

(2) 現在数  ４７名（農業委員１９名 農地利用最適化推進委員２８名） 

 

３ 出欠席の状況及びその氏名   下記のとおり 

(1) 出席数   ４６名 

(2) 欠席数    １名 

 

農業委員 

議席 出欠 氏  名 議席 出欠 氏  名 

１ 出 木村 進 １１ 出 田中 輝久 

２ 出 森田 豊 １２ 出 柿沼 憲雄 

３ 出 塚田 修 １３ 出 笛木 清 

４ 出 大島 正 １４ 出 栗原 一森 

５ 出 関口 久夫 １５ 出 大鷲 利夫 

６ 出 木部 富次 １６ 出 大野 隆一 

７ 出 金井 和夫 １７ 出 水野 明 

８ 出 神沼 孝治 １８ 出 腰塚 菜穂子 

９ 出 権田 久男 １９ 出 上山 豊明 

１０ 出 夏目 亮一 

 

 



 
2

農地利用最適化推進委員 

議席 出欠 氏  名 議席 出欠 氏  名 

１ 出 中嶋 儀臣 １５ 出 関口 明男 

２ 出 西田 茂夫 １６ 出 滝田 法明 

３ 出 根岸 勇 １７ 欠 田 正己 

４ 出 伊藤 由行 １８ 出 岡田 藤寛 

５ 出 野邊 八雄 １９ 出 小崎 信明 

６ 出 福島 清一 ２０ 出 戸森 貫一 

７ 出 石井 芳夫 ２１ 出 長谷川 隼男 

８ 出 稲村 文男 ２２ 出 坂本 三郎 

９ 出 菊地 修一郎 ２３ 出 田沼 寛央 

１０ 出 漆原 秋夫 ２４ 出 細田 文男 

１１ 出 鯨井 章男 ２５ 出 森  一男 

１２ 出 中島 正樹 ２６ 出 中川 登美夫 

１３ 出 奥野 進 ２７ 出 林  和弥 

１４ 出 小澤 好則 ２８ 出 野 福司 

 



 
3

４ 議  事 

 

（１）議 案 

 

  議案第１号 農地利用最適化推進委員の承認について 

    

  議案第２号 熊谷市農業委員会地区検討委員会委員長及び副委員長の選任 

について 

 

  議案第３号 熊谷市農業委員会地区代表協議会会長及び副会長の選任に 

ついて 

 

  議案第４号 熊谷市農業者年金加入推進委員会委員長、副委員長及び 

委員の選任について 

 

  議案第５号 くまがや農委だより編集委員会委員長、副委員長及び委員の

選任について 

 

  議案第６号 熊谷市農委クラブ幹事長及び幹事の選任について 

 

  議案第７号 令和３年度熊谷市農地パトロール実施要領（案）について 

 

５ 招 集 者   熊谷市長 富岡 清 

 

６ 議事進行状況  別紙のとおり 
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局長 皆さまこんにちは。 
本日は、第 2 期農業委員会の最初の総会でございますので、市長が招集させて

いただきました。 
総会に先立ちまして、ただいまから農業委員会委員の辞令交付式を行います。 
「礼」 
本来であれば、市長から皆様に、直接辞令をお渡しさせていただくところです

が、新型コロナウイルス感染症対策といたしまして、あらかじめ机上に配布させ

ていただいております。 
私がお名前をお呼びいたしますので、その場で御起立くださいますようお願い

いたします。 
 

局長 それでは、お名前をお呼びいたします。 
 

１ 木村 進     ２  森田 豊 
３ 塚田 修     ４  大島 正 
５ 関口 久夫    ６  木部 富次 
７ 金井 和夫    ８  神沼 孝治 
９ 権田 久男   １０  夏目 亮一 

  １１ 田中 輝久   １２  柿沼 憲雄 
 １３ 笛木 清     １４  栗原 一森 
 １５ 大鷲 利夫   １６  大野 隆一 
 １７ 水野 明     １８  腰塚 菜穂子 
 １９ 上山 豊明 
皆様を代表いたしまして議席番号１番、木村進様、市長の前にお進みください。 
 

 礼 御着席ください。 
 以上で辞令交付式を終わります。 

局長 それでは、ただ今から熊谷市農業委員会第１回総会を開会いたします。 順次、

次第に従いまして進行をさせていただきます。 
局長 ここで、皆さまにお諮りいたします。 

熊谷市農業委員会総会会議規則では、会長が議長を務めることになっておりま

すが、現在、会長が不在となっておりますので、会長が互選されるまでの間、会

議を進行していただくための仮議長の選出をさせていただきたいと存じます。 
慣例により、委員の年長者であります、塚田委員さんに仮議長をお願いするこ

とでよろしいでしょうか。 
 （ 異議なし の声 ） 



 
5

局長 ご異議がないようですので、塚田委員さん、仮議長をお願いいたします。前の

席にお移りいただきたいと存じます。 
仮議長 
(塚田委員） 

それでは、ご指名でございますので、しばらくの間、大変、不慣れではござい

ますが、仮議長を務めさせていただきます。 
早速、次第に従いまして進めていきたいと思いますが、会議がスムーズに進み

ますよう、委員皆さまのご協力をお願いいたします。 

仮議長 それでは、次第の ３ 総会成立の報告につきまして、事務局より出席委員の

人数の報告をお願いいたします。 
事務局 本日の出席委員は１９名全員でございます。 

仮議長 農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定に基づき、本日の出席者が過

半数を超えておりますので、本日の総会は成立しました。 

仮議長 続きまして、次第の ４ 会長の互選について を議題とします。 
この件について、事務局の説明を求めます。 

事務局 農業委員会に関する法律第５条第１項に「農業委員会に会長を置く」とござい

ます。その会長の選出は、同法第５条第２項の規定に基づき会長を互選していた

だくことになりますが、地方自治法によれば、出席した委員に異議のない場合は、

指名推選により選出することができるとされており、これを準用することも可能

でございます。 

仮議長 ただ今の説明について、ご質問等ございますか。 
 （ なし の声 ） 
仮議長 ご質問等ございませんので、会長の互選の方法について、指名推選により行う

ことに、ご異議ございませんか。 
 （ 異議なし の声 ） 
仮議長 ご異議が無いようですので、会長の互選の方法について、指名推選によりたい

と存じます。 
会長について、どなたか、ご推選をお願いいたします。 

田中委員 （挙手して） 議長。 
仮議長 田中委員。 
田中委員 会長に、木部 富次 委員を推選いたします。 
仮議長 他に推選などございますか。 
 （ なし の声 ） 
仮議長 ほかに推選など無いようですので、お諮りいたします。 

ご推選のありました、木部 富次 委員 を会長に選任することに、ご異議ご

ざいませんか。 
 （ 異議なし の声 ） 
仮議長 ご異議がないようですので、 
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会長に、木部 富次 委員が選出されました。 
委員の皆さまには、ご協力いただき、ありがとうございました。 

局長 
 
 

塚田委員さんには、仮議長を務めていただき、ありがとうございました。 
それでは、ここで、木部会長さんに、前にお移りいただきます。 
ここで、木部会長に、就任のあいさつをいただきたいと存じます。 

木部会長 （ あいさつ ） 
局長 ありがとうございました。 

それでは、会長が決定いたしましたので、熊谷市農業委員会総会会議規則に従

いまして、木部会長に議長となっていただき議事の進行をよろしくお願いいたし

ます。 
議長(会長) それでは、不慣れではございますが、議長の職を務めさせていただきます。 

続きまして、次第の ６ 会長職務代理の互選についてでございますが、会長

の互選と同様、指名推選により行うことに、ご異議ございませんか。 
 （ 異議なし の声 ） 
議長(会長) ご異議が無いようですので、会長職務代理の互選の方法について、指名推選に

よりたいと存じます。 
どなたか推選など、ございますか。 

大野委員 （挙手して） 議長。 
議長(会長) 大野委員。 
大野委員 会長職務代理に、夏目亮一 委員を推選いたします。 
議長(会長) 他に、ございますか。 
 （ なし の声 ） 
議長(会長) 他に無いようですので、お諮りいたします。 

ご推選のありました、夏目亮一 委員を会長職務代理に選任することに、ご異

議ございませんか。 
 （ 異議なし の声 ） 
議長(会長) 
 

ご異議なしと認めます。 
よって、会長職務代理に、夏目亮一 委員を選任することといたします。 
それでは、ここで、夏目亮一 職務代理は、前の席にお移りください。 
次に、次第の ７ 議事録署名委員の選出及び書記の任命について ですが、

いかがいたしましょうか。 
 （ 議長一任 の声 ） 
議長(会長) 議長一任の声がありましたので、私から指名させていただきます。 

議事録署名委員につきましては、 
  議席番号１番 木村委員 
  議席番号２番 森田委員 

の２名を指名させていただきます。 
また、書記には事務局職員を指名します。 
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議長(会長) 続きまして、次第の ８ 議事 に入らせていただきます。本日の案件は、 
議案第１号 農地利用最適化推進委員の承認について 
議案第２号 熊谷市農業委員会地区検討委員会 

委員長及び副委員長の選任について 
議案第３号 熊谷市農業委員会地区代表協議会 

会長及び副会長の選任について 
議案第４号 熊谷市農業者年金加入推進委員会 

委員長、副委員長及び委員の選任について 
議案第５号 くまがや農委だより編集委員会 

委員長、副委員長及び委員の選任について 
議案第６号 熊谷市農委クラブ幹事長及び幹事の選任について 

 議案第７号 令和３年度熊谷市農地パトロール実施要領について 
の７議案です。よろしくお願いいたします。 

議長(会長) はじめに、議案第１号 農地利用最適化推進委員の承認について を議題とし

ます。 
事務局の説明を求めます。 

事務局 農地利用最適化推進委員は、農業委員会等に関する法律第１７条に基づき、委

嘱をされるものですが、詳細については「熊谷市農業委員会の農地利用最適化推

進委員の委嘱等に関する規則」に定められております。これに基づき、本年２月

１日から３月８日までの募集期間を設け、定数２８人のところ、２９人から応募

がございました。 
同規則第７条に基づき、５月２８日、役付委員会において候補者選考が行われた

もので、その結果、候補者は議案書１ページ、議案第１号のとおりでございます。

そして同規則８条では、「農業委員会の総会の議決を得た上で、推進委員を委嘱

するものする」と定められてございます。従いまして、２８人の推進委員を委嘱

するにあたり、承認を求めるものであります。 
議長(会長) 事務局の説明が終わりました。 

ただ今の説明について、ご質問等ございますか。 
 （ なし の声 ） 
議長(会長) ご質問等ないようですので、お諮りいたします。 

農地利用最適化推進委員の候補者２８名について、熊谷市農業委員会の農地利

用最適化推進委員として、承認することに賛成の委員の挙手を求めます。 
 
挙手 全員 です。 
 
よって本件については、承認すべきものと決しました。 
それでは、農地利用最適化推進委員に対しまして、農業委員会より委嘱状を交

付いたしますので、その間、暫時休憩といたします。 
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 （ 暫時休憩 ） 
（ 農地利用最適化推進委員に会長より委嘱状を交付 ） 

議長(会長) それでは、総会を再開いたします。 
先ほど、農地利用最適化推進委員も委嘱され、熊谷市農業委員会の委員及び推

進委員が全て決まりましたので、ここで、ご臨席いただいております熊谷市長よ

りごあいさつをいただきたいと存じます。 
富岡市長、よろしくお願いいたします。 

富岡市長 （ あいさつ ） 
議長(会長) ありがとうございました。 

市長におかれましては、公務のため、ここで退席していただきます。富岡市長、

本日は、ありがとうございました。 
次に、議案第２号 熊谷市農業委員会地区検討委員会委員長及び副委員長の選

任についてと  
議案第３号 熊谷市農業委員会地区代表協議会会長及び副会長の選任について

は 関連がありますので、一括での議題といたします。 
熊谷市農業委員会地区検討委員会規程、及び、熊谷市農業委員会地区代表協議

会規則に基づき、各役職を選出しなければなりませんので、各地区ごとに話し合

っていただき、選出していただきます。 
話し合いの間、暫時休憩といたします。なお、各役職が決まりましたら、事務

局にて、その結果の聞き取りをお願いいたします。 
 （ 暫時休憩 ） 

（ 話し合い ） 
議長(会長) 議事を再開いたします。 

事務局は、聞き取りした結果を発表してください。 
事務局  それでは、議案第２号 熊谷市農業委員会地区検討委員会委員長及び副委員長

の選任について聞き取り結果を発表いたします。 
組 織 名 役職名 委員の種別 氏   名 地区名 

西部地区検討

委員会 
委員長 農業委員 田中 輝久 西部第２ 

副委員長 推進委員 西田 茂夫 西部第１ 

東部地区検討

委員会 
委員長 農業委員 大野 隆一 東部第１ 

副委員長 推進委員 鯨井 章男 東部第２ 

南部地区検討

委員会 
委員長 推進委員 長谷川 隼男 南部第２ 

副委員長 農業委員 水野 明 南部第１ 

北部地区検討

委員会 
委員長 農業委員 大島 正 北部第２ 

副委員長 推進委員 坂本 三郎 北部第１ 

 続きまして議案第３号 熊谷市農業委員会地区代表協議会会長及び副会長の

選任について、聞き取り結果を発表いたします。 



 
9

 
組 織 名 役職名 委員の種別 氏   名 地区名 

農業委員会地

区代表協議会 
（８人） 

会長 農業委員 田中 輝久 西部第２ 

副会長 推進委員 長谷川 隼男 南部第２ 

委員 推進委員 西田 茂夫 西部第１ 

委員 農業委員 大野 隆一 東部第１ 

委員 推進委員 鯨井 章男 東部第２ 

委員 農業委員 水野 明 南部第１ 

委員 推進委員 坂本 三郎 北部第１ 

委員 農業委員 大島 正 北部第２ 

 
以上でございます。 

議長(会長) 議案第２号 熊谷市農業委員会地区検討委員会委員長及び副委員長の選任に

ついて と 議案第３号 熊谷市農業委員会地区代表協議会会長及び副会長の

選任について は ただ今、事務局から発表しましたとおり決定いたします。 
議長(会長) 次に、議案第４号 熊谷市農業者年金加入推進委員会委員長、副委員長及び委

員の選任について を議題といたします。 
熊谷市農業者年金加入推進委員会規程に基づき、委員長等を選出いたします

が、先ほど暫時休憩中にありましたとおり、話し合いにより選出されていますの

で、事務局より結果を発表してください。 
事務局  それでは、議案第４号 熊谷市農業者年金加入推進委員会委員長、副委員長及

び委員の選任について、聞き取り結果を発表いたします。 
組 織 名 役職名 委員の種別 氏   名 地区名 

農業者年金加

入推進委員会 
（８人） 

委員長 農業委員 笛木 清 西部第２ 

副委員長 推進委員 中島 正樹 東部第２ 

委員 農業委員 権田 久男 西部第１ 

委員 推進委員 稲村 文男 東部第１ 

委員 推進委員 小澤 好則 南部第１ 

委員 農業委員 上山 豊明 南部第２ 

委員 推進委員 細田 文男 北部第１ 

委員 推進委員 野 福司 北部第２ 

 以上でございます。 
議長(会長) 議案第４号 熊谷市農業者年金加入推進委員会委員長、副委員長及び委員の選

任については、ただ今、事務局から発表しましたとおり決定いたします。 
議長(会長) 次に、議案第５号 くまがや農委だより編集委員会委員長、副委員長及び委員

の選任について を議題といたします。 
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くまがや農委だより編集委員会規程に基づき、委員長等を選出いたしますが、

事務局より話し合いの結果を発表してください。 
事務局  それでは、議案第５号 くまがや農委だより編集委員会委員長、副委員長及び

委員の選任について 聞き取り結果を発表いたします。 
組 織 名 役職名 委員の種別 氏   名 地区名 

くまがや農委

だより編集委

員会 
（農業委員会

長、職務代理＋

８人） 

委員長 農業委員 森田 豊 北部第１ 

副委員長 推進委員 中嶋 儀臣 西部第１ 

委員 推進委員 福島 清一 西部第２ 

委員 推進委員 石井 芳夫 東部第１ 

委員 農業委員 栗原 一森 東部第２ 

委員 推進委員 田 正己 南部第１ 

委員 農業委員 柿沼 憲雄 南部第２ 

委員 推進委員 林  和弥 北部第２ 

 
以上でございます。 

議長(会長) 議案第５号 くまがや農委だより編集委員会委員長、副委員長及び委員の選任

について は ただ今、事務局から発表しましたとおり決定いたします。 
議長(会長) 次に、議案第６号 熊谷市農委クラブ幹事長及び幹事の選任について を議題

といたします。 
熊谷市農委クラブ規約に基づき、幹事長等を選出いたしますが、事務局より話

し合いの結果を発表してください。 
事務局  それでは、議案第６号 熊谷市農委クラブ幹事長及び幹事の選任について、聞

き取り結果を発表いたします。 
組 織 名 役職名 委員の種別 氏   名 地区名 
農委クラブ 
（５人） 

幹事長 農業委員 金井 和夫 東部第２ 

幹事 農業委員 腰塚 菜穂子 西部第１ 

幹事 農業委員 関口 久夫 南部第１ 

幹事 推進委員 菊地 修一郎 東部第１ 

幹事 推進委員 中川 登美夫 北部第２ 

 
 以上でございます。 

議長(会長) 議案第６号 熊谷市農委クラブ幹事長及び幹事の選任について は ただ今、

事務局から発表しましたとおり決定いたします。 
議長(会長) 次に、議案第７号 令和３年度熊谷市農地パトロール実施要領（案）について 

を議題といたします。 
事務局の説明を求めます。 
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事務局  令和３年度熊谷市農地パトロール実施要領（案）について、実施要領第４条に

ありますように「実施にあたっては、総会において趣旨や実施方法等についての

意思統一を図って実施する」とされておりますので、この場で、ご説明させてい

ただきます。 
 実施要領（案）につきましては、全国農業会議所が示した実施要領（令和３年

７月）を参考にし、作成いたしました。 
実施にあたりましては、８月２０日の第３回説明会で説明したスケジュール等

となっておりますのでご確認いただき、暑い中での調査となりますが、よろしく

お願いいたします。 
 なお、判断の目安についてはホワイトボードに貼ってある通りでございますの

で参考にしていただければと存じます。 
令和３年度農地パトロール実施要領（案）についての説明となります。 
どうぞよろしくお願いいたします。 

議長(会長) 事務局の説明が終わりました。 
ただ今の説明について、ご質問等ございますか。 

 （ なし の声 ） 
議長(会長) 質問等もないようですので、お諮りいたしますが、農業委員会等に関する法律

では、議決権は農業委員のみに与えられておりますので、農地利用最適化推進委

員の皆さんには、あらかじめご了承願います。 
それでは、お諮りいたします。 
議案第７号 令和３年度熊谷市農地パトロール実施要領（案）について、原案

のとおり決定することに賛成の委員の挙手を求めます。 
 
挙手 全員 です。 
 
よって本案については、原案のとおり決定いたしました。 
それでは、資料の（案）を削除願います。 

田中委員 確認したいが、農地パトロール実施要領第３条に事務局職員とあるが一緒に回

るのか。 
事務局 事務局職員は同行しません。調査後に不明な農地や判断しかねる農地をまわり

ますのでご了承ください。 
田中委員 場所がわからないときはどうしたらよいのか。 
事務局 お尋ねいただければ、タブレット等で確認しご案内します。 
栗原委員 全農地を対象とするのか。 
事務局 すでにお渡ししてある資料記載の農地をまず中心にしていただき、漏れている

農地等があれば追加をしていただくことでお願いいたします。 
議長(会長） 新たな遊休農地等があれば把握を進めてほしいのでよろしくお願いします。 
西田委員 すべての農地とは市街化調整区域の農地、ということでよいか。 
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事務局 それで結構です。 
議長(会長) 他に質問等ございませんか。特にないようですので、以上で議案の全てが終了

いたしましたので、議長の職を解かせていただきます。 
ご協力ありがとうございました。 

局長 
 

木部会長には、議長を務めていただき、ありがとうございました。 
次に、次第の ９ その他 ですが、事務局から報告はありますか。 

事務局 ５点ございます。 
 ①農業振興課より優良農家被表彰者推薦について 
 ②後期の予定表について 
 ③本日の配布物について 
 ④訃報について 
 ⑤議席番号順の名簿について をそれぞれ説明する。 

局長 それでは、最後に、次第の １０ 閉会を、夏目会長職務代理にお願いいたし

ます。 
夏目会長職務代

理 
（ 閉会のあいさつ ） 

局長 以上をもちまして、熊谷市農業委員会第１回総会の全ての日程が終了いたしま

した。長時間にわたり、お疲れさまでございました。 
 



 
13

農業委員会事務局職員 

局長              山下 克巳 

次長兼農政係長         佐藤 雅史 

主査              成田 祐輔 
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