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令和４年山武市農業委員会初総会議事録 

 

 

日  時  令和４年４月１日（金）午後１時３０分 

場  所  山武市役所 大会議室 

招 集 者  山武市長 松 下 浩 明 

議  事  議案 

（１）会長の選出について 

（２）会長職務代理者の選出について 

（３）会計の選出について 

（４）委員議席の決定について 

（５）議事録署名委員の指名について 

（６）農地利用最適化推進委員の委嘱について 

 

出席委員（16名） 

欠席委員（１名） 

出席事務局職員（４名） 
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   ◎開  会 

事務局長  それでは、定刻前ですが、令和４年山武市農業委員会委員

改選後の初総会を開会させていただきます。 

 私、会議の進行を務めさせていただきます農業委員会事務

局の土佐と申します。よろしくお願いいたします。 

 山武市農業委員会の委員の定数は、条例の規定により17名

です。本日の出席委員は16名です。髙野委員は欠席との連絡

がございました。 

 それでは、初めに山武市農業委員会委員の改選後の初めて

の総会招集者でございます松下市長から御挨拶申し上げます。

よろしくお願いします。 

 

市長  改めまして、皆様、こんにちは。お忙しい中、御出席を賜

りましてありがとうございます。４月１日、本日、新年度が

始まりました。市内各地でも水稲の種まきなど、田植の時期

も始まる季節ということになります。 

 全国的には、今、依然として新型コロナウイルス感染症は

予断を許さないような状況でございます。山武市におきまし

ても、地域感染者数を見ると大分落ち着いているようでもあ

りますが、今日はまた昨日よりちょっと増えたようです。ま

だまだ注意していかなきゃいけないというふうに思っており

ます。 

 これまで各種会議におきましては、こうやって一堂に会し

て開催することがかなわない状況でございましたけども、初

総会として顔を合わせて開催できましたことに大変うれしく

思います。 

 さて、全国的に農業者の高齢化、後継者不足などにより、

耕作されていない農地が増加傾向にある状況である。山武市

でも同様な様々な問題があります。 

 また、ＳＤＧｓという言葉を頻繁に聞くことと思います。

様々な社会の課題に対して世界的に取り組もうとするもので

あります。 

 農業問題に関しましても、持続可能な農業を推進して生産

者の所得を確保し、農業生産性を高めるための研究、投資を

行う必要があると言われております。 
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 山武市の重要な産業である農業を次の世代につなげていく、

また、山武市の特産品を広く皆様にお届けすることで山武市

の魅力を皆様に知らせる、この意味においても、山武市の基

幹産業である農業の果たす役割は大変大きなものと考えてお

ります。 

 皆様方には、農地の有効利用の推進、担い手となる後継者、

新規就農者への規制や相談支援、耕作放棄地の発生の防止、

解消などについて幅広く御尽力を賜りたいと存じております。 

 農業は、お話ししたとおり、山武市にとって非常に大事な

ものでございまして、人口減少の対策も、この農業政策とい

うのは欠かせません。ですので、これからですが、10年、

20年後を見た山武市の農業に対しての構想をしっかりとこれ

から検討して策定していきたいと、このように考えておりま

すので、皆様方にはまたいろいろな面で御尽力を賜りますよ

うお願いを申し上げます。 

 また、令和元年のときの台風災害において、山武市では農

業のハウス等、甚大な被害が出てしまいました。その甚大な

被害が出たときに市の職員は正月も休まずに仕事をしてくれ

まして、皆様方のハウス等の修繕に対してしっかりと取り組

んでくれました。千葉県でそういった補修をしてくれたこと

が、農業の予算にそれが反映されているんですね。千葉県内

で一番補償のお金が出たのが、山武市であります。職員が一

生懸命やったかいあって、また農業を続けている方も大勢い

るということで安堵をしております。 

 また、昨日の朝日新聞に掲載されましたが、山武市と浦安

市で協定を結ばせていただきました。これは、浦安市の森林

環境譲与税を約500万円、山武市に頂きまして、山武市とす

ると森林の整備にそれを充てて、そして浦安市で二酸化炭素

を還元、数字としてお返しするというような取組でございま

す。これは千葉県初の取組でありまして、浦安市と協定を結

び、また、これから交流を図っていくこととしておりますの

で、随時、皆様方に御報告をさせていただいたと思います。 

 また、５月になりますと、山武市のイチゴを使ったビール

が出来上がります。これは千葉大学の皆さんに御協力をいた

だいて、そしてアサヒビールさんと進めております。５月の

上旬だというふうに伺っておりまして、さんむレッドビール
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というんです。イチゴの赤をレッドということで、そういう

名前で売り出すようでございますので、そのときにはまた皆

様方にぜひ味わってもらったりして、山武のイチゴをメジャ

ーに押し上げていきたいと、そんなことも考えております。 

 その中で、サンブスギの樹脂を使った紙コップのような、

缶ビールの350ml缶がちょうど入るジョッキみたいなものを

作る計画もありまして、それも一緒にお披露目をさせていた

だきたいというように考えております。災害によってサンブ

スギが倒木した木を使ってタンブラーを作るという方向で進

めておりますので、そういうものを一緒に５月の上旬に表へ

出すというような計画も今進んでおります。 

 少しずつですが、しっかり山武市のよいもの、出さなきゃ

いけないものをしっかりやっていきたい、そのように考えて

おりますので、皆様方にはこれからお力を貸していただきま

すようお願いを申し上げます。 

 結びに、農業委員会のますますの発展とお集まりの皆様方

の御健康を御祈念申し上げまして、取り留めませんが、挨拶

とさせていただきます。 

 本日は大変御苦労さまでございました。またどうぞよろし

くお願いします。 

 

事務局長  ありがとうございました。 

 ここで農業委員会と関わりのございます産業振興部の部課

長の紹介をさせていただきます。 

 最初に、産業振興部長の中村でございます。 

 隣が農政課長の神谷でございます。 

 

産業振興部長   お疲れさまでございます。産業振興部長の中村と申します。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 今、市長のほうからもお話がございましたが、山武市も超

高齢化社会に伴って担い手不足が深刻な問題となっておりま

す。市としましても、農地利用の集積・集約化を図り、担い

手への整備に努めているところでございますが、農業委員の

皆様のお力をお借りしまして、活力ある農地・農村の持続的

発展に努めてまいりたいと考えておりますので、どうぞよろ

しく御協力のほどお願い申し上げます。 
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農政課長  続きまして、農政課課長を仰せつかっております神谷と申

します。 

 日頃より皆様には、農地全般、いろいろな面で御協力いた

だきましてありがとうございます。 

 先ほど市長からもございましたが、農政はこれからもまだ

まだ問題、山積みです。一歩一歩いろいろな面で進めてまい

りたいと思いますので、今後も皆様の御協力をよろしくお願

いいたします。 

 

事務局長  ありがとうございました。 

  続きまして、農業委員会事務局職員の紹介をさせていただ

きます。 

 初めに、副主幹の石橋でございます。 

 

副主幹  石橋です。よろしくお願いします。 

 

事務局長  隣が主査補の鈴木でございます。 

 

主査補  鈴木です。よろしくお願いします。 

 

事務局長  その隣が主事の山越でございます。 

 

主事  本日、４月１日より農業委員会事務局へ異動してまいりま

した山越と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

事務局長  私を含めまして、４名で事務を務めさせていただきますの

で、よろしくお願いいたします。 

 次に、委員の皆様方の紹介に移ります。恐れ入りますが、

自己紹介形式でお願いいたします。自己紹介は地区と氏名、

その他、特にお伝えしたい事項を交えた形でお願いいたしま

す。 

 恐れ入りますが、齊藤委員さんからよろしくお願いいたし

ます。 

 

齊藤委員  齊藤と申します。松尾の折戸地区に住んでおりまして、稼
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業は促成トマト、抑制トマトです。農業委員としまして、現

在の置かれております農業のいろいろ問題点など、できるだ

け協力していきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

廣口委員  廣口と申します。今年から農業委員ということで出ること

になりました。イチゴとお米を少しやっております。よろし

くお願いします。 

 

雲地委員  山武地区担当の雲地です。よろしくお願いします。市長か

らのお話にもあったように、今、農業を取り巻く現状は大変

厳しいですけれども、泣き言ばかりではなく前向きな意見を

どんどん発言していきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 

井野委員  成東地区の井野です。よろしくお願いいたします。 

 

小山委員  成東地区の小山です。よろしくお願いいたします。 

 

佐藤委員  山武地区の佐藤です。よろしくお願いいたします。 

 

小川委員  蓮沼地区の小川です。よろしくお願いします。 

 

増田委員  松尾地区の増田です。よろしくお願いいたします。 

 

鈴木委員  成東地区の鈴木と申します。よろしくお願いします。 

 

髙宮委員  蓮沼地区の髙宮です。今回初めてなので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

 

川島委員  松尾の川島ですけども、私の場合は中立という形で出てお

ります。通称、私、学識経験ですから、そういう立場で頑張

ります。よろしくお願いします。 

 

今関委員  成東地区の今関でございます。よろしくお願いします。 

 

小川委員  推進委員から農業委員に替わりました、山武地区の小川で
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す。よろしくお願いいたします。 

 

石橋委員  豊岡地区の石橋と申します。よろしくお願いします。 

 

中山委員  松尾地区の中山と申します。推進委員のほうから異動して

まいりました。よろしくお願いします。 

 

藤田委員  成東地区の藤田です。よろしくお願いします。 

 

事務局長  どうもありがとうございました。 

 ここで市長、関係部課長は所用のため退席させていただき

ます。御了承願います。 

 

      （市長、関係部課長退室） 

事務局長  この総会では、任期満了に伴う改選後の初総会でございま

す。会長が選出されるまでの間、どなたかに臨時議長の職務

を行っていただくことになりますが、いかがいたしましょう

か。 

 

委員  事務局一任。 

 

事務局長  ただいま事務局一任との声がありましたが、よろしいでし

ょうか。 

 

      （異議なし） 

事務局長  それでは事務局にお任せいただけるということですので、

今関委員に臨時議長をお願いいたします。よろしくお願いい

たします。 

 

臨時議長  ただいま御指名をいただきました今関でございます。何分

にも不慣れでありますので、皆様の御協力をもって会長選出

までの間、議長を務めさせていただきます。どうぞよろしく

お願いします。 

 本日の出席議員は16名です。よって、農業委員会等に関す

る法律第27条第３項の規定により、総会は成立いたしました。 

 



－9－ 

   ◎議案説明 

日程第１ 役員の選出について 

     議案第１号 会長の選出について 

     議案第２号 会長職務代理者の選出について 

     議案第３号 会計の選出について 

日程第２ 議案第４号 委員議席の決定について 

日程第３ 議案第５号 議事録署名委員の指名について 

日程第４ 議案第６号 農地利用最適化推進委員の委嘱について 

 

 令和４年４月１日  山武市農業委員会 

                                    

   ◎議案第１号 

臨時議長  日程第１、役員の選出について。議案第１号、会長の選出

についてを議題とします。 

 会長の選出については、農業委員会等に関する法律第５条

第２項の規定により、委員が互選した者をもって充てるとさ

れています。 

 選出の方法につきましては、投票と指名推選がございます。

いずれの方法により選出するかをお諮りいたします。 

 

委員  指名推選。 

 

臨時議長  ただいま指名推選という声がありましたが、この方法で御

異議ございませんか。 

 

      （異議なし） 

臨時議長  異議なしの声がありました。御異議ないものと認め、指名

推選で行います。 

 お諮りいたします。指名推選につきましては、選考委員を

決めていただき、その中で推薦してきたいと思います。御異

議ございませんか。 

 

      （異議なし） 

臨時議長  異議なしの声がありました。御異議ないものと認めます。

選考委員の選考はどういたしましょうか。 
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委員  議長一任。 

 

臨時議長     議長一任の声がありました。これに御異議ございませんか。 

 

      （異議なし） 

臨時議長  異議なしの声がありました。御異議ないものと認めます。 

 それでは、成東、山武、蓮沼、松尾地区から各１名、合計

４名の選考委員を指名させていただきます。 

 成東地区、藤田委員。山武地区、雲地委員。蓮沼地区、小

川委員。松尾地区、川島委員。以上の４名の委員で別室にて

会長１名を選出していただきます。 

 暫時休憩といたします。 

 

      （暫時休憩） 

 

臨時議長  それでは、再開いたします。 

  選考の結果を委員から御報告をお願いします。 

 

小川委員  それでは、選考の結果を御報告いたします。 

 ただいま別室において慎重に協議した結果、全員一致で会

長に井野委員を推薦することに決定いたしました。 

 以上、報告いたしました。 

 

臨時議長  御苦労さまでした。ただいま選考委員より報告のありまし

た井野委員を会長に選出することに御異議ございませんか。 

 

      （異議なし） 

臨時議長  異議なしの声がありました。御異議ないものと認め、井野

委員を会長に選出いたします。 

 新しい会長が決まりましたので、私、臨時議長の職を退か

せていただきます。どうも御協力ありがとうございました。 

 

事務局長  会長、お席のほうにお願いいたします。 

 

議長  このたび会長に推薦いただき誠にありがとうございます。

今後とも、また農業委員会発展のために精進させていただき
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ますので、よろしくお願いいたします。（拍手） 

 それでは、山武市農業委員会会議規則第５条の規定により、

議長を務めさせていただきます。 

 

                                    

   ◎議案第２号 

議長  議案第２号、会長職務代理者の選出について、議題といた

します。 

 会長職務代理者の選出については、農業委員会等に関する

法律第５条第５項に、会長が欠けたとき、または事故がある

ときは、委員が互選した者がその職務を代理すると規定され

ております。 

 選出の方法につきましては、投票と指名推選がございます。

いずれの方法により選出するか、お諮りいたします。 

 

委員  指名推選。 

 

議長  指名推選の声がありました。 

 この方法で異議ございませんか。 

 

      （異議なし） 

議長  異議なしの声がありました。御異議ないものと認め、指名

推選で行います。 

 お諮りいたします。指名推選につきましては、選考委員を

決めて、その中で推薦いただきたいと思います。御異議ござ

いませんか。 

 

      （異議なし） 

議長  異議なしの声がありました。御異議ないものと認め、選考

委員の選考はどういうふうにしたらよろしいかお諮りいたし

ます。 

 

委員  議長一任。 

 

議長       議長一任の声がありました。これに御異議ございませんか。 
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      （異議なし） 

議長  異議なしの声がありました。御異議ないものと認め、それ

では、成東、山武、蓮沼、松尾地区から各１名、計４名の選

考委員を指名させていただきます。 

 成東地区、藤田委員。山武地区、雲地委員。蓮沼地区、小

川委員。松尾地区、川島委員。以上の４名の委員で、別室に

て会長職務代理者１名を選出していただきたいと思います。 

 暫時休憩といたします。 

 

      （暫時休憩） 

 

議長  それでは、再開いたします。 

 選考結果を選考委員から報告願います。 

 

雲地委員     山武の雲地です。それでは、選考の結果を報告いたします。 

 ただいま別室において慎重に協議した結果、全員一致で会

長職務代理に、松尾の増田委員を推薦することに決定しまし

た。 

 以上、報告いたします。 

 

議長  御苦労さまでした。ただいま選考委員より報告がありまし

た、増田委員を会長職務代理者に指名することに御異議ござ

いませんか。 

 

      （異議なし） 

議長  異議なしの声がありました。御異議ないものと認め、増田

委員を会長職務代理者に選出いたします。 

 それでは、増田会長職務代理者、御挨拶をお願いいたしま

す。 

 

会長職務代理者  ただいま会長職務代理者に指名推選をいただきました増田

です。農業委員２期目ということですけれども、何分にも経

験も少なく、皆様の御指導や御助言をいただきながら職をし

っかり務めていきたいというふうに考えております。どうぞ

よろしくお願いいたします。（拍手） 
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   ◎議案第３号 

議長  次に、議案第３号、会計の選出について、議題といたしま

す。会計の選出について、御意見はございませんか。 

 

委員  議長一任。 

 

議長  議長一任の声がありました。御異議ございませんか。 

 

      （異議なし） 

議長  御異議ないものと認め、会長と職務代理者が成東地区と松

尾地区から選出されており、会の円滑な運営のため蓮沼地区

と山武地区より選出することといたします。 

 山武地区、蓮沼地区の委員で御協議いただき、それぞれ

１名ずつ推薦していただきたいと思います。 

 暫時休憩といたします。 

 

      （暫時休憩） 

 

議長  再開します。 

 協議の結果、会計は蓮沼地区の髙宮委員と山武地区の佐藤

委員にお願いいたします。両委員ともよろしくお願いいたし

ます。 

 

                                    

   ◎議案第４号 

議長  次に日程第２、議案第４号、委員議席の決定についてを議

題といたします。 

 山武市農業委員会会議規則第７条第１項の規定により、く

じで決定することといたします。御異議ございませんか。 

 

      （異議なし） 

議長  異議なしの声がありました。御異議ないものと認め、くじ

引きで決定をいたします。 

 くじ引きは公平を期すため、２回行います。 
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委員  １回でいいです。 

 

議長  １回でいいですか。分かりました。その引いたくじの番号

順に議席を決定しますので、よろしくお願いします。 

 それでは、事務局、お願いいたします。 

 

      （くじ引き） 

 

議長  議席番号が決定しましたので、事務局より発表させていた

だきます。お願いします。 

 

事務局  事務局より、議席番号１番から順番に説明させていただき

ます。 

 議席番号１番、井野会長。議席番号２番、小山委員。議席

番号３番、雲地委員。議席番号４番、小川委員。議席番号

５番、廣口委員。議席番号６番、佐藤委員。議席番号７番、

髙野委員。議席番号８番、増田会長職務代理。議席番号９番、

川島委員。議席番号10番、髙宮委員。議席番号11番、中山委

員。議席番号12番、今関委員。議席番号13番、鈴木委員。議

席番号14番、藤田委員。議席番号15番、石橋委員。議席番号

16番、小川委員。17番、齊藤委員となりました。 

 以上です。 

 

議長  議席番号が決まりましたので、議席番号順に着席していた

だきたいところでありますが、本日は現在の議席で会議を進

めることとしてよろしいでしょうか。お諮りいたします。 

 

      （異議なし） 

議長  異議なしの声がありました。現在の議席で会議を進めてま

いります。 

 

                                    

   ◎議案第５号 

議長  日程第３、議案第５号、議事録署名委員の指名について、

議題といたします。 

 議事録署名委員の指名についてですが、議長において決す
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ることとしてよろしいか、お諮りいたします。 

 

      （異議なし） 

議長  異議なしの声がありました。御異議ないものと認め、議事

録署名委員については、議席番号２番、小山委員、議席番号

３番、雲地委員を指名いたします。 

 

                                    

   ◎議案第６号 

議長  日程第４、議案第６号、農地利用最適化推進委員の委嘱に

ついてを議題といたします。 

 議案第６号について、事務局より説明をお願いいたします。 

 

         （事務局説明） 

 

議長  事務局からの説明が終わりました。質疑を許します。質疑

ございませんか。 

 

      （異議なし） 

議長  異議なしの声がありました。質疑なしと認め、採決いたし

ます。 

 議案第６号について、原案どおり可決することに御異議な

い方は挙手をお願いいたします。 

 

      （挙手全員） 

議長  挙手全員で、議案第６号については原案のとおり委嘱する

ことに決定いたします。 

 以上で本日予定しました議案の審議は全て終了いたしまし

た。 

 次に８番の協議を行います。事務局の説明をお願いいたし

ます。 

 

         （事務局説明） 

 

議長  事務局の説明が終わりました。担当地区委員について、御

意見はございませんか。 
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      （異議なし） 

議長  異議なしの声がありました。原案のとおり担当地区を決定

いたします。 

 ９番、その他について、事務局で説明をお願いいたします。 

 

         （事務局説明） 

 

議長  ただいま事務局より説明がありました。御意見、御質問は

ございませんか。 

 

      （異議なし） 

議長  御意見、御質問がないようですので、事務局の説明のとお

り進めさせていただきます。 

 そのほかの件について何かありますか。 

 

      （なし） 

 

                                    

   ◎閉  会 

議長       なければ、本日予定しました日程は全て終了いたしました。

会議の円滑な進行に御協力をいただき、ありがとうございま

した。 

 次の総会は４月５日火曜日、市役所３階大会議室を予定し

ております。 

 本日は、これにて閉会といたします。 

 なお、この後、14時30分から山武市農地利用最適化推進委

員の委嘱状の交付式及び農業委員との初顔合わせを予定して

おりますので、引き続き御出席をお願いいたします。 

 


