
長崎市農業委員会 平成 29 年 7 月臨時総会 議事録 

 

 

1 日  時 平成 29 年 7 月 20 日（木） 11：00 開会 

                         14：00 閉会 

 

 

2 会  場 長崎市立図書館新興善メモリアルホール（長崎市興善町 1 番 1 号） 

 

 

3 役  員 会長 平尾 政博 

        会長職務代理者 松本 正登 

 

 

4 出席委員（19 名） 

岩本 隆 後山 裕義 岡村 則満 小川 博 帯山 安敏 

上川 満治 小里 浩 田平 孝廣 鳥越 悦子 永岡 亜也子 

野口 栄孝 平尾 政博 松尾 隆治 松本 正登 森山 安男 

栁川 八百秀 山口 邦俊 山口 眞佐栄 山脇 貞雄  

 

5 欠席委員（0 名） 

     

     

 

6 出席職員 

【長 崎 市】 田上市長 相川農業振興課長 

【農委事務局】 髙山事務局長 荒木事務長 麻田係長 田中係長 笹田主査 岩﨑主査 
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○事務局長 本日は、お忙しいところ、お集まりをいただきまして誠にありがとうござい

ます。私は、事務局長の髙山でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、ただいまより長崎市農業委員会第 1 回総会を開催いたします。臨時議長をお

決めいただくまで、事務局の方で司会進行をさせていただきますので、よろしくお願いい

たします。 

 

○事務長 本日の司会進行をさせていただきます、長崎市農業委員会事務長の荒木でござ

います。どうぞよろしくお願いいたします。 

本日の農業委員会は、農業委員会等に関する法律第 27 条第 1 項の規定に基づき、農業

委員の任期満了による新農業委員の任命後、最初に行われる総会は、市長が招集すること

となっておりますので、はじめに、市長がご挨拶を申し上げます。 

 

○市長 みなさん、おはようございます。本日は、新しい体制のもとでの初めての農業委

員会の総会ということで、ご参集をお願い申し上げましたところ、大変ご多用の中、こう

してご出席いただきまして、ありがとうございます。 

 先ほど辞令書をお一人お一人お渡しさせていただきました。改めてご就任おめでとうご

ざいます。今回の委員の皆様は、法律が改正されて新しい農業委員会制度になって初めて

の委員の皆様ということになります。そういう意味では、歴史に残ることですから、これ

から新しい制度に沿って前に進んでいくなかでのスタート地点で委員を務めていただくこ

とになります。この新しい制度を含めて、制度全体が法改正のもとで踏みだしていきます

が、その中で担い手による農地の集約、積立であったり、遊休農地の解消や発生防止であ

ったり、あるいは新規参入の促進であったりという３つの部分について特に農業委員会の

必須の業務として推進していただくことになります。そういう新しい制度の中で 19 名と

いうことで人数が以前より少なくなった分、それぞれ受け持っていただく担当区域が広く

なったということがあります。その中で、農地利用最適化推進委員の皆さんと一緒になっ

て取り組んでいただく中で、これまでよりもしっかりした体制にしていかなければならな

いと思います。 

 農業に関しては、担い手の減少であったり、あるいは高齢化の進行であったり、有害鳥

獣の問題であったり、さまざまな課題があるわけですけれども、長崎は特有の長崎の農業

の状況があって、特有の課題もあるいは特有の可能性をもっていると思います。そういう

意味では、皆さんのお知恵をお借りしながら、知恵を集めて、地域ごとの特性を活かしな

がら長崎の農業をどうやって進めていくかと皆様のご活躍に心から期待をさせていただき

たいと思います。長崎市も水産農林部を中心に、さまざまな農業施策に取り組んでおりま

すけども、皆様農業委員会のお力と市の力を合わせることで、長崎の農業の新しい未来を

作っていければと思っております。 

 皆様方のますますのご活躍とお一人お一人のご健勝を心からお祈り申し上げまして、そ

して、新しい農業委員会の発展をお祈り申し上げまして、私からのご挨拶にさせていただ

きたいと思います。よろしくお願いいたします。 
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○事務長 どうもありがとうございました。それでは、続きまして、本日出席の市職員の

紹介をさせていただきます。 

水産農林部長の髙山雄彦でございます。 

水産農林部長は、農業委員会事務局長も兼務いたします。 

農業振興課長の相川一郎でございます。 

次に、農業委員会事務局職員の紹介をいたします。 

農政管理係長の麻田三千雄でございます。 

農地係長の田中法浩でございます。 

最後に、司会進行を務めさせていただきます、事務長の荒木一彦でございます。よろし

くお願いいたします。ここで、議事に入る前に、市長を囲みまして、記念撮影を行います。

会場の設営が終わるまで、しばらくお待ちください。なお、田上市長は、公務のため、写

真撮影終了後、退席させていただきますので、ご了承をお願いいたします。 

 

―記念撮影終了後― 

 

それでは、市長、農業振興課長におかれましては、公務のため、ここで退席させていた

だきますので、ご了承ください。それでは、ただ今より暫時休憩とさせていただき、午後

1 時から再開させていただきます。 

 

○事務長 それでは、第 1 回総会を再開いたします。今回は、農業委員会委員の任期満了

による任命後、最初に行われる総会でございますので、会長が決定するまで、臨時議長を

たてまして、その方に議事を進めていただくこととしたいと思います。臨時議長につきま

しては、地方自治法第 107 条の規定の準用により、委員のうち年長者の方に臨時議長の職

務をお願いしたいと思います。山口邦俊委員を臨時議長として指名させていただきます。

議長席へお願いいたします。 

 

○臨時議長 それでは、新しい会長が選任されるまでの間、私の方で議事を進めさせてい

ただきます。本日の総会につきましては、出席委員 19 名であり、在任委員の過半数が出

席されておりますので、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、総会

は成立しております。本日は、市長の任命後、最初に行われる総会でありますので、最初

に事務局から委員の皆様のご紹介をお願いします。 

 

○事務長 それでは委員の皆様のご紹介をさせていただきます。お手元に委員名簿を配付

しておりますので、ご参照願います。お名前をお呼びいたしますので、恐れ入りますが、

ご起立一礼のうえ、ご着席をお願いいたします。なお、順序は 50 音順とさせていただき

ますので、よろしくお願いします。 

 岩本隆委員、後山裕義委員、岡村則満委員、小川博委員、帯山安敏委員、上川満治委員

小里浩委員、田平孝廣委員、鳥越悦子委員、永岡亜也子委員、野口栄孝委員、平尾政博委
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員、松尾隆治委員、松本正登委員、森山安男委員、栁川八百秀委員、山口邦俊委員、山口

眞佐栄委員、山崎貞雄委員、以上でご紹介を終わります。 

 

○臨時議長 ありがとうございました。それでは、議事に入ります。まず、議事録署名人

を指名したいと思いますが、議長にご一任いただけますでしょうか。 

 

○委員全員 異議なし 

 

○臨時議長 それでは、岩本隆委員と後山裕義委員にお願いいたします。 

 

○岩本隆委員、後山裕義委員 （承諾） 

 

○臨時議長 どうも、ありがとうございます。それでは、付議事項第 1 号議案「長崎市農

業委員会会長の互選について」の議題に入ります。内容について、事務局から説明をお願

いします。 

 

○事務長 それでは、「会長の互選について」、ご説明いたします。農業委員会会長の選出

にあたりましては、「農業委員会等に関する法律」第 5 条第 2 項の規定により、「会長は、

委員が互選した者をもって充てる。」ということになっております。この「互選」は、選挙

権者が同時に被選挙権者として相互に選挙することでありますから、投票によって行うの

が原則となっております。ただし、議会においては、地方自治法第 118 条第 2 項及び第 3

項の規定による指名推選の方法によることも認められております。同法では、「議会は、議

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。」となっており、「指名

推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会

議に諮り、議員全員の同意があった者をもって当選人とする。」となっております。したが

いまして、この規定を準用して「指名推選」による場合には、次の３つのことについて、

いずれも異議がなかった場合にのみ、当選が決定するということになります。第 1 に、会

長選出を選挙ではなく「指名推選」という方法について、全員に異議がないこと。第 2 に、

「指名の方法」について、全員に異議がないこと。第 3 に、「指名された者を当選人」とす

ることについて、全員に異議がないことが必要条件となります。参考までに、前回は、指

名推選の方法により実施されております。 

 

○臨時議長 ただいま、事務局から説明がありましたように、会長選出については、指名

推選または投票の方法によるとのことでありますが、いかがいたしましょうか。ご意見を

お伺いします。 

 

○松本委員 前回と同様に、指名推選で決めたほうがよいと思います。 
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○臨時議長 ただいま、会長選出については、指名推選という意見がございましたが、他

に意見はありますか。それでは指名推選の方法でよろしいかお諮りします、賛成の委員の

起立を求めます。 

 

○委員全員 全員起立 

 

○臨時議長 全員賛成ですので、指名推選によることに決定いたしました。どなたか推薦

をする方がいらっしゃいますでしょうか。 

 

○松本委員 前回、会長職務代理者として活躍いただいておりました平尾委員を推薦いた

します。 

 

○臨時議長 ただいま、平尾委員を推薦するとの発言がありましたが、ほかに推薦者はご

ざいませんでしょうか。指名推選の場合は、皆様全員の同意が必要でございます。それで

はお諮りいたします、平尾委員を会長とすることに、賛成の委員の起立を求めます。 

 

○委員全員 全員起立 

 

○臨時議長 ありがとうございます。全員賛成ですので、平尾委員を長崎市農業委員会会

長として当選人といたします。それではここで、会長に当選されました平尾委員にご挨拶

をお願いいたします。 

 

○平尾委員 ただいま、ご選任をいただきました平尾でございます。私も松本会長のもと

で、職務代理として３年間お世話になってきましたが、お役に立てずに大変ご迷惑ばかり

かけてきたのではと思っております。新たな改革で、今日発足します新しい農業委員会の

会長にご選任をいただきまして、本当にありがとうございました。まだ何もわかりません

が、委員の皆様方、そして事務局の皆様方のご支援とご指導をいただきながら、皆さんと

一緒に長崎市の農業の発展と長崎市農業委員会のますますの発展のために努力していけれ

ばと思っておりますので、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

○臨時議長 ありがとうございます。ただいま、長崎市農業委員会の会長が決定しました。

長崎市農業委員会会議規則第 4 条の規定により、会長は、会議の議長となり、議事を整理

することとなっておりますので、これからの議事進行につきましては、会長にお願いする

ことといたします。皆様のご協力によりまして、臨時議長の職務を無事終了することがで

きましたことに、厚くお礼申し上げます。ありがとうございました。 

 

○議長 それでは、早速でございますが、これまで議長を務めていただきました山口邦俊
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委員さんと交代いたしまして、これからの議事につきまして、私が進行を行いますのでよ

ろしくお願いいたします。続きまして、付議事項第 2 号議案、「長崎市農業委員会会長職務

代理者の互選について」の議題に入ります。内容について、事務局から説明をお願いいた

します。 

 

○事務長 それでは、「会長職務代理者の互選について」、ご説明いたします。会長の職務

代理者の互選につきまして、「農業委員会等に関する法律」第 5 条第 5 項の規定によりま

して会長が欠けたとき、又は、会長に事故があるときは、委員が互選した者が、その職務

を代理するとなっております。この互選につきましても会長の互選と同様に「選挙による

方法」と「指名推選による方法」とがありますのでよろしくお願いいたします。 

 

○議長 ただ今、事務局から説明がありましたとおり、互選の方法としましては、会長の

互選と同様に、指名推選または投票の２つの方法がありますが、いかがいたしましょうか。

ご意見をお伺いします。 

 

○森山委員 会長と同様に、指名推選で決めたほうがよいと思います。 

 

○議長 ただいま、会長と同様、指名推選がよいという意見がございましたが、他に意見

はありますか。それでは指名推選の方法でよろしいかお諮りします。賛成の委員の起立を

求めます。 

 

○委員全員 全員起立 

 

○議長 全員賛成ですので、会長職務代理者選出につきましても会長選出の場合と同様に、

指名推選によることに決定いたしました。どなたか推薦をする方がいらっしゃいますでし

ょうか。 

 

○森山委員 前回、会長を務めていただいた松本委員を推薦いたします。 

 

○議長 ただいま松本委員を推薦するとの発言がありましたが、ほかに推薦者はございま

せんでしょうか。指名推選の場合は、皆様全員の同意が必要でございます。それではお諮

りいたします、松本委員を会長職務代理者とすることに、賛成の委員の起立を求めます。 

 

○委員全員 全員起立 

 

○議長 ありがとうございました。全員賛成でございますので、松本委員を長崎市農業委

員会会長職務代理者の当選人といたします。それではここで松本委員に前の席に移ってい

ただき、ご挨拶をお願いいたします。 
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○会長職務代理者 私、実は職務代理というのはもう少し若い方が次の機会にはどうかな

と思っておりました。皆さんのご推薦でございますので、前回までは私が平尾会長にお世

話になっておりましたが、長崎市の農業の発展のために頑張りたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

 

○議長 ありがとうございました。次に、付議事項第 3 号議案、「部会設置の有無について」

の議題に入ります。内容について、事務局から説明をお願いいたします。 

 

○事務長 それでは、「部会設置の有無について」、ご説明いたします。部会の設置につき

ましては、農業委員会法第１６条第１項に部会を置くことができる規定があり、部会設置

の有無について決定する必要があるため、お諮りさせていただくものです。なお、部会の

設置につきましては、農業委員会法の改正に伴い、従来の農地部会や農政部会などの機能

別の部会が廃止され、部会を設ける場合は区域別の部会を設けることになり、部会におい

て当該部会に属する区域に関する全ての事務処理を部会で行うように改正されていること

や、部会ごとに利害関係を有しない者を 1 人以上配置する必要があること、長崎市農業委

員会では中立委員は 1 人であり複数の部会には配置困難であること、農業委員定数が 36

人から 19 人へと従来の部会配置の委員数程度にまで半減となっていることから、長崎市

においては、部会を設置することは体制的にも難しいことや、区域別に部会を設ける必要

性も薄いので、部会は設置しないこととしたいということでございます。説明は以上です。 

 

○議長 ありがとうございました。この件につきまして、何かご意見、ご質問等はござい

ませんでしょうか。 

 

○議長 ないようでしたら、皆様にお諮りいたします。付議事項第 3 号議案、「部会設置の

有無について」、部会は設置しないこことしてよろしいでしょうか。 

 

○委員全員 異議なし 

 

○議長 ありがとうございました。付議事項第 3 号議案、「部会設置の有無について」、部

会は設置しないことに決定いたしました。次に、付議事項第 4 号議案、「小委員会の設置に

ついて」の議題に入ります。内容について、事務局から説明をお願いいたします。 

 

○事務長 それでは、「小委員会の設置について」、ご説明いたします。小委員会につきま

しては、「長崎市農業委員会会議規則」第 10 条の規定に基づき、現在「長崎市農業委員会

活性化検討委員会」及び「長崎市農業委員会遊休農地対策検討委員会」が設置されており

ますが、これらの委員会を従前のとおり設置することの有無について決定する必要がある

ため、お諮りさせていただくものです。なお、事務局といたしましては、農業委員定数が
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36 人から 19 人へと半減していることや、活性化検討委員会、遊休農地対策検討委員会の

小委員会のほかにも、後ほど全員協議会の中で出てまいりますが、農委だより編集委員、

農業者年金加入推進部長にも委員を選出していく必要があることから、今後、推進体制を

強化していく必要がある遊休農地対策検討委員会は残して、これまで活性化検討委員会で

審議しておりました事項、農業委員会としての役割等について検討を行う必要がある場合

は、運営委員会において協議することとし、活性化検討委員会は設置しないこととしたい

と考えているところでございます。説明は以上です。 

 

○議長 ありがとうございました。この件につきまして、何かご意見、ご質問等はござい

ませんでしょうか。 

 

○岡村委員 先ほどの会も同じですが、今回は活性化検討委員会はいらないということで

決まる可能性が強いわけですが、今後必要になった場合は３年に１回など見直しがあるか

どうかお聞きしたいです。やはり新農業委員会制度になって、どういうことが必要になっ

てくるかということは、現時点でわかりにくいものですから、活性化委員会そのものが農

業委員会制度について協議があって必要だったと思いますし、ご提案のとおり今回はいら

ないと思いますけど、今後のやり方についてご説明をお願いいたします。 

 

○事務長 今回の農業委員会の改革ですが、今まで特に必須業務ではなかった農地利用の

最適化ということで遊休農地の解消、新規就農の促進、そして大きなものでは担い手に農

地を集積するという 3 つを農業委員会の必須業務として農地中間管理機構と一体となって

行っていくということを平成 35 年度までと期限を設けて、国が農業委員会法を改正いた

しました。農業委員会法の改正にあたっては長崎市は活性化検討委員会において、地区で

農地利用最適化推進委員と農地利用の最適化を進めていただくということにおいて、活性

化検討委員会は前年度大きな役割を果たしたところです。農業委員と推進委員の形が決ま

った中で、活性化検討委員会の見直しが必要となった場合は運営委員会の中でまた活性化

検討委員会を設置するかどうか決めていきたいと思っております。 

 

○岡村委員 事務長の話では、活性化委員会に特化した話になりましたけど、そのような

意味ではなく、今後、長崎市の農業委員会として必要なものが出た場合にはどういうタイ

ミングで変更ができるのかという意味で、意見したつもりです。 

 

○事務長 この後に、運営委員の指名ということで協議してまいりますが、運営委員を決

めた中で、いろんな問題が出てきた場合は、まず運営委員会で協議をしたうえで、総会で

議決したり報告したりしていくということで行っていくつもりです。 

 

○岡村委員 再度確認ですが、ということは随時必要なものが運営委員会で決まり、総会

で諮れば、設置していけるということで理解していいということですね。 
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○議長 ほかにございませんか。ないようでしたら、皆様にお諮りいたします。付議事項

第 4 号議案、「小委員会の設置について」、小委員会は、遊休農地対策検討委員会のみ設置

することしてよろしいでしょうか。 

 

○委員全員 異議なし 

 

○議長 ありがとうございました。付議事項第 4 号議案、「小委員会の設置について」、小

委員会は、遊休農地対策検討委員会のみ設置することに決定いたしました。次の議題に入

ります。付議事項第 5 号議案、「長崎市農業委員会運営委員会委員の指名について」の議題

に入ります。内容について、事務局から説明をお願いいたします。 

 

○事務長 それでは、「長崎市農業委員会運営委員会委員の指名について」、ご説明いたし

ます。「長崎市農業委員会運営委員会規程」第 3 条第 1 項で運営委員会は、運営委員 7 名

以内で組織することとなっております。なお、運営委員につきましては、第 3 条第 2 項第

1 号で、会長及びその職務を代理する者、同項第 2 号で各部会長及びその職務を代理する

者となっておりますが、先ほどご審議いただきました第 3 号議案で部会は設置しないこと

となりましたので、会長と会長職務代理者以外に 5 名以内の運営委員を指名する必要がご

ざいます。運営委員会につきましては、農業委員会の円滑かつ適正な運営を図るために設

置しているもので、各地区各方面に渡る事項を協議することになりますので、運営委員に

地区的な偏りがないようにするために、事務局案といたしましては、会長及び職務代理者

がいらっしゃる地区以外の 4 地区から各地区 1 名と中立委員 1 名を、委員会が指名する委

員として運営委員会を構成してはどうかと考えております。つきましては、会長と会長職

務代理者以外に指名する 5 名以内の運営委員を、会長及び職務代理者がいらっしゃる地区

以外の 4 地区から各地区 1 名と中立委員 1 名としてよいかをご審議いただき、それでご了

解いただきましたら、会長と職務代理者以外の地区につきましては、各地区の委員でご協

議いただき、運営委員 1 名をご選出いただきたいと思います。説明は以上です。 

 

○議長 ありがとうございました。ただいま、事務局から説明がありましたが、まずは、

会長と会長職務代理者以外に委員会が指名する 5 名以内の運営委員につきまして、会長及

び職務代理者以外の 4 地区から各地区 1 名と中立委員 1 名とすることについて、何かご意

見、ご質問等はございませんでしょうか。 

 

○森山委員 中立者１名ということですが、これは法的に必ず入れなければいけないと決

まっているのですか。そうでなければ、中立者は必要ないのではないかと思うのですが。 

 

○荒木事務長 この中立者委員を１名入れるというのは、今回の農業委員会法の改正にお

きまして、農業をしていない方の意見を取り入れるというのは内閣府で設置している規制

改革委員会の意見でございます。そのような意味で運営委員会というのは、農業者と違っ
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た意見、そして今回農業委員になられている永岡委員は弁護士として活躍されておりまし

て、30 代で女性ということもあります。活性化検討委員会としても運営委員会が担うとい

うことですから、多方面な意見を取り入れるということで、規定はされておりませんが、

事務局としては中立委員も 1 名入れて、より活発な意見をいただきたいと思っております。 

 

○森山委員 審議は総会でもできますから、運営委員に必要なのか、私としては必要ない

かと思っておりますが、皆さんの意見はいかがでしょうか。 

 

○議長 他にございませんか。 

 

○岡村委員 事務局のほうから、永岡委員は弁護士という忙しい仕事でしょうけども、確

実に出てもらえるかどうかが問題かと思います。事務局が責任を持って会議に 100％では

ないにしろ出てもらえるということが言えるようであれば、意義があるかと思いますが、

そのあたりはどうでしょうか。 

 

○事務長 農業委員にしろ、今度選ばれる推進委員にしても、会議の際には農業委員会の

ほうを優先していただくということで、事務局からお願いしたいと思います。 

 

○上川委員 私としてはいろいろな法務の関係が密接に関係する委員会でございますので、

ぜひともその方のお知恵をお借りしながら、また現場は現場でやっていくという両輪で今

回はそういう役職付をされるのかなと思っておりますので、その辺の配慮をいただきまし

て、選任をよろしくお願いいたします。 

 

○議長 他にございませんか。 

 

○会長職務代理者 今回、市長推薦で農業委員に任命されたわけですけども、どうしても

仕事ができないとか、そのようなときは市長からの考え方で辞めていただくとか、そのよ

うなことはありえますか。 

 

○事務長 今回、選挙の段階で長崎市は選定委員会を設けまして、候補者を選定し、市長

に報告をしまして、市長が案を作って、議会の承認を得るという形をとっております。ず

っと出席されないということであれば、事務局としては協議させていただくということに

なりますが、そのあたりは本人からの意思表示がない限りは、こちらから辞めさせるとい

うことはなかなか難しいかと思っております。 

 

○農政管理係長 補足して説明させていただきます。『農業委員会法の解説』という書籍を

見ておりますが、法第 11 条の中で、「市町村長は委員が心身の故障のため職務が執行でき

ないと認める場合、または職務上の義務に違反した場合、その他委員たるに適しない非行
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があると認める場合には議会の同意を得てこれを罷免することができる」第２項として「委

員は前項の場合を除き、その意に反して罷免されることはない」ということで書いており

ますので、もし心身の故障で職務ができないとか、職務上の義務に違反した場合は議会の

同意を得て、農業委員を罷免ということになりますので、市長が直接農業委員を辞めさせ

るということはできないと条項ではなっておりますが、まずは委員として総会をはじめ、

各委員になられた場合は必ず出席していただくようにスケジュール調整を、事務局も配慮

していきたいと思いますので、ご了解いただければと思います。 

 

○議長 他にございませんか。 

 

○小里委員 お尋ねですが、今回は制度が変わりましたけど、前回までは運営委員、それ

から部会と１年半くらいで交代することになっておりましたが、今回はそれが適用できる

のかできないのかお答えください。 

 

○農政管理係長 通常の場合、今回は決めたら 3 年間通してと考えていたのですが、委員

会が決める委員ということですので、例えば交代があったほうがいいということであれば、

お諮りして交代であるとか皆さんの同意があればと思います。 

 

○事務長 今、運営委員に中立委員をということですけども、これは私の個人的な意見で

はありますが、中立委員に入っていただいて今回の国の法律の改正の趣旨にもございます

が、農業者と違った立場で意見をいただくということ、そして、女性の立場から意見をい

ただくということ、若い立場から意見をいただくということという意味と、先ほど上川委

員も仰ったように最近は農地の紛争など、以前は山口前委員が調停委員となって解決して

おりましたが、いろんな部分で高度な法律的な判断のお願いを含めて、そのような意味で

個別にお聞きするよりは、その中に入って意見を言っていただければ、今後の農業委員会

の運営の上でとても有用だと思っております。農業委員の意見は尊重させていただきます

が、事務局としては是非入っていただきたいと思っております。 

 

○議長 ほかにございませんか。ないようでしたら、皆様にお諮りいたします。会長と会

長職務代理者以外に委員会が指名する 5 名以内の運営委員を、会長及び職務代理者以外の

4 地区から各地区 1 名と中立委員 1 名とすることとしてよろしいでしょうか。 

 

○委員全員 異議なし 

 

○議長 ありがとうございました。事務局案を採用することといたします。それでは、会

長と職務代理者以外の地区から運営委員を選出していただくため、暫時休憩いたします。 

各地区におきまして、運営委員が決まりましたら、事務局の方にご報告をお願いします。 
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○委員全員 （各地区による話し合い） 

 

○議長 ただいまから、議事を再開いたします。各地区の運営委員が決まりましたので、

事務局から報告をお願いします。 

 

○事務長 それでは、会長（琴海地区）と職務代理者（東長崎地区）以外の各地区から選

出いただいた運営委員を報告いたします。旧長崎地区 岡村則満委員、茂木地区 山口眞

佐栄委員、式見・三重・外海地区 帯山安敏委員、三和・野母崎地区 山口邦俊委員、中

立委員 永岡亜也子委員、以上の皆さまでございます。そして、以前部会も 1 年半でメン

バーは変わっていた関係もあり、今後運営委員会において、総会でご意見があれば 3 年間

同じ委員が続けるのではなく、運営委員会で意見を諮り、部会と同様に 1 年半で交代する

ということも事務局としては検討していきたいと思います。 

 

○議長 ありがとうございました。ただいま事務局から報告がありました各委員を、運営

委員として指名したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

○委員全員 異議なし 

 

○議長 ありがとうございました。それでは、事務局から報告がありました各委員を、運

営委員として指名することに決定いたします。次に、付議事項第 6 号議案、「農地利用最適

化推進委員の選定について」の議題に入ります。内容について、事務局から説明をお願い

いたします。 

 

○事務長 それでは、「農地利用最適化推進委員の選定について」ご説明いたします。 

「農業委員会等に関する法律」の改正により新たに設置される農地利用最適化推進委員を

委嘱するにあたり、公募により推薦・応募のあった 25 名の候補者から「長崎市農業委員

会の委員及び農地利用最適化推進委員定数条例」第 3 条により定められている定数 24 名

を選定する必要があるため、この議案を提出いたしております。 

まず、選定基準（案）をご説明いたします。別紙にしております資料 2-1「長崎市農業

委員会農地利用最適化推進委員選定基準（案）」をご覧ください。 1  選定にあたっての要

件につきましては、①農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する方。②地域ごと

に必要な推進委員数を満たすように選定する。としています。①については、募集要項に

記載された内容、②については、農業委員会総会で同意をいただき、推進委員の選任に関

する規則に基づいた地区ごとの推進委員数になります。なお、①の（1）（2）にあります

欠格事項につきましては、いずれの候補者も該当がなかったことを、事務局において確認

しておりますので申し添えます。 

次に 2 推進委員を選定する評価基準として着目する事項になります。①農地等の利用の

最適化の推進に関する熱意を有しているか、②地域等から信任を得られているか、③地域の
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実情に精通しているか、④農業に関する知識・経験を有しているか、⑤積極的な現場活動が

見込めるか、以上の5つの項目に着目して選定をお願いしたいと思います。 

次に、具体的な選定の方法になりますが、①定数内の地区の選定方法につきましては、 

候補者の推薦・応募内容を資料 2-2 でご確認いただき、全員を選定してよいか同意を得る

こととしたいと思います。②定数を超えた地区の選定方法（旧長崎地区）につきましては、 

定数を超えた地区全員の候補者氏名が記載された投票用紙を配付いたしますので、候補者

の推薦・応募内容を資料 2-2 でご確認いただき、推進委員に適任と思われる候補者に○を

付して投票いただき、○が多かった上位候補者を選定することとしたいと思います。説明

は以上です。 

 

○議長 ありがとうございました。この件につきまして、何かご意見、ご質問等はござい

ませんでしょうか。 

 

○議長 ないようでしたら、推進委員の選定を行っていきたいと思います。定数を超えた

地区は、旧長崎地区になります。それ以外の地区は定数と同数の推薦・応募になっており

ますので、まずは、旧長崎地区以外の地区について全員を選定してよいかをお諮りし、次

に旧長崎地区の選定を行うための投票を行いたいと思います。 

候補者の推薦・応募内容が記載されている資料 2-2 をご覧ください。ご確認いただく時

間をとるため、暫時休憩いたします。ご確認いただく時間を 5 分ほどとります。 

 

○議長 再開いたします。定数内の地区から、順に確認してまいります。まずは、東長崎

地区の 4 名です。東長崎地区の候補者 4 名全員を選定してよいでしょうか。 

 

○委員全員 異議なし 

 

○議長 ご異議なしと認めます。次に、茂木地区の 4 名です。茂木地区の候補者 4 名全員

を選定してよいでしょうか。 

 

○委員全員 異議なし 

 

○議長 ご異議なしと認めます。次に、三重・式見・外海地区の 3 名です。三重・式見・

外海地区の候補者 3 名全員を選定してよいでしょうか。 

 

○委員全員 異議なし 

 

○議長 ご異議なしと認めます。次に、琴海地区の 5 名です。琴海地区の候補者 5 名全員

を選定してよいでしょうか。 
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○委員全員 異議なし 

 

○議長 ご異議なしと認めます。次に、三和・野母崎地区の 4 名です。三和・野母崎地区

の候補者 4 人全員を選定してよいでしょうか。 

 

○委員全員 異議なし 

 

○議長 ご異議なしと認めます。定数を超えた旧長崎地区の選定を行うための投票を行い

たいと思います。ただ今から、投票用紙と筆記用具を配付します。 

 

○農政管理係長 投票用紙はお手元にありますでしょうか。投票用紙には、旧長崎地区の

候補者５名のお名前が書かれております。この５名の中から４名選出するための投票とな

ります。各委員におかれましては、５名の中の４名に○をつけて選定をしてください。５

名○がついた票に関しては無効となります。例えば、３名しか適任がいない等３つ○がつ

いたものに関しては有効としますが、５つ○がついたものは無効とさせていただきます。

極端に言えば、０名の場合もあるかと思いますが、それはそれで白票となりますが、最終

的に５つ○がついた無効票を除いた数で、投票いただいた○の数が多い順で、４名を推進

委員として選定することといたします。何かご質問等はございませんか。 

 

○岩本委員 白紙の場合は無効とならず、５人書いた場合だけが無効ということですね。 

 

○農政管理係長 実質無効票となりますが、有効票ではあります。 

 

○議長 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

 

○森山委員 よろしいですか。私たちは地区外なので、地区のことはわからないのですが、

旧長崎地区の委員の見解を述べられるのでしょうか。他の地区はわからないので、見解が

あれば教えていただきたい。 

 

○帯山委員 私も森山委員に賛同するのですが、1 番大変なのは、旧長崎地区の 3 名の委

員が関わるので、偏った地域の推進委員になった場合判断ができるのかどうか、非常に難

しい。旧長崎地区 3 名の委員が困る形でならなければいいなと思うのですが、19 名全員で

決めていいものか、そのあたりを懸念している方もいらっしゃると思うのですが、旧長崎

地区の方の意見をお願いいたします。 

 

○岡村委員 地区として、今のご意見に回答いたしますが、制度として何ともいえません

が、資料の大きな表を見ていただけたら、推測がつかれると思います。ある程度、団体が

農協系統、また違う系統とそれぞれの団体から新制度に基づいて出たということです。地
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区の代表としてはこれ以上申し上げることはございませんが、ご理解いただきたいと思い

ます。 

 

○議長 それでは投票を行います。まずは投票箱を改めます。（投票箱確認後）異常なしと

認めます。それでは、投票用紙の記載に移ります。投票用紙に、旧長崎地区の候補者 5 名

の氏名が記されておりますが、選定する候補者 4 名について、その候補者氏名の左の欄に

○を書いてください。5 名全員に○を書いて投票した場合は、全て無効になります。訂正

する場合は二重線で消してください。 

 

○委員全員 （投票） 

 

○議長 投票漏れの方はいませんか。（確認後）投票漏れは、ないものと認めます。それで

は、これをもちまして、投票を終了いたします。 

開票立会人を指名いたします。立会人には、岡村則満委員、並びに小川博委員を指名し

ます。両委員の立会いをお願いいたします。 

 

○岡村委員・小川委員 （登壇） 

 

○議長 ただ今から開票いたします。 

 

○事務局 （開票作業、立会人は開票作業終了後降壇） 

 

○議長 投票の結果を報告いたします。投票総数は 18 票、これは、出席委員数と同数で

あります。うち、有効投票数 18 票、無効投票数 0 票、○の個数につきましては、有効投

票数中、○○さん 18 票、○○さん 18 票、○○さん 0 票、○○さん 18 票、○○さん 18

票、以上のとおりでございます。よって、○が多かった上位候補者を選定することとして

おりますので、○○さん、○○さん、○○さん、○○さんを、旧長崎地区の推進委員とし

て選定することといたします。以上、選定されました 24 名につきまして、7 月 28 日の総

会におきまして、農地利用最適化推進委員の委嘱を行うことといたします。 

本日は、長崎市長招集の長崎市農業委員会第 1 回総会にあたり、皆様の慎重なご審議の

もと、提案されました付議事項の審議が無事終了できましたことを感謝申し上げ、総会を

閉会といたします。どうもありがとうございました。 


