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日吉津村農業委員会６月 月例総会議事録 
 

１．開 催 日 時  令和２年６月１１日（木)午後１時３０分から午後２時５３分 

 

２．場      所  日吉津村役場２階 第１・２会議室 

 

３．出  席  者  委員   １０人 

       会長   １０番  齋下 博三 

       委員    １番  川原 邦建 

２番  加藤 達郎 

３番  兼本 修二 

             ４番  三鴨 真樹 

             ５番  安達 哲也 

             ６番  立脇 賢二 

             ７番  山﨑 博 

             ８番  上野 秀雄 

             ９番  長谷 昭宏 

 

農業委員会事務局職員 事 務 局 長 益田 英則 

 主   査 齋古 直樹 

                  

 

４．欠 席 者      なし 

 

５．議 事 日 程 

日程第 １ 会議録署名委員の指名 

   日程第 ２ 諸般の報告について（行事報告） 

   日程第 ３ 報告第１１号 利用権設定等に係る合意解約について 

日程第 ４ 報告第１２号 農用地利用配分計画の認可について 

   日程第 ５ 議案第１５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

日程第 ６ 議案第１６号 日吉津村農用地利用集積計画について 

   日程第 ７ 議案第１７号 農用地利用配分計画(案)に係る意見について 

   日程第 ８ その他 

① 営農型太陽光発電設備下部の営農状況等について 

② 活動記録簿の提出について 

③ ７月 月例総会の開催について 

④ その他 

          その他 

 

６．会議の概要 

局長     ただいまから令和 2年 6月、日吉津村農業委員会月例総会を開会いたします。

出席委員は在任委員 10 名中 10 名です。定足数に達しておりますので、総会は

成立しております。 

それでは、会長より開会の挨拶をお願いいたします。 

 

議長     田植の状況ですが、ここ 2～3日で終わりかなと感じております。それでは日

程に従い、総会を始めさせていただきます。 
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日程第 1、会議録署名委員さんの指名をさせていただきます。今月は 6 番・

立脇委員さん 7番・山﨑委員さんにお願いいたします。 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     続きまして日程第 2、諸般の報告。行事報告を事務局からお願いします。 

 

〔事務局 行事報告説明〕 

 

議長     諸般の報告が事務局よりございました。 

       発言される際は、挙手をし、会長より指名を受け、番号・氏名を言ってから

発言をお願いします。 

皆さんご意見・ご質問はありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

議長     無いようでしたら、次の日程に移らせていただきます。 

 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     日程第 3、報告第 11 号、利用権設定等に係る合意解約について事務局より説

明をお願いいたします。 

 

〔事務局 報告第 11号、利用権設定等に係る合意解約について説明〕 

 

議長     報告第 11号、利用権設定等に係る合意解約につきまして、皆さんご意見・ご

質問はありませんか。 

 

山﨑委員   甘草はどのような状況か。 

 

事務局    順次、年次的に収穫されています。 

 

山﨑委員   新たに植え付けの計画はあるか。 

 

事務局    今年度、植え付けの計画はあります。 

 

山﨑委員   収穫の結果はどうだったか。 

 

事務局    確認はしておりません。 

 

議長     他にありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

議長     無いようでしたら、次の日程に移らせていただきます。 

 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

議長     日程第 4、報告第 12 号、農用地利用配分計画の認可について事務局より説明
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をお願いいたします。 

 

〔事務局 報告第 12号、農用地利用配分計画の認可について説明〕 

 

議長     報告第 12号、農用地利用配分計画の認可につきまして、皆さんご意見・ご質

問はありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

議長     無いようでしたら、次の日程に移らせていただきます。 

 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     日程 5、議案第 15 号、農地法第 5 条第 1 項の規定による許可申請について事

務局より説明をお願いいたします。 

 

〔事務局 議案第 15号、農地法第 5条第 1項の規定による許可申請について説明〕 

 

議長     議案第 15号、農地法第 5条第 1項の規定による許可申請につきまして、皆さ

んご意見・ご質問はありませんか。 

 

川原委員   2 番目について、P16 の書類はﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰに係わることであるため提出が必要

か。もう少し配慮してあげたらどうか。残高証明にしたらどうか。 

 

事務局    県段階では必要ですが、この場では配慮してもいいかと思います。 

 

議長     通帳の最後の行だけでよかったのではないか。 

 

山﨑委員   この度の申請で 3 名の方の事業計画があるが様式はどうなっているのか。 

 

事務局    任意様式です。 

 

山﨑委員   改良区の意見書についても、転用予定日の記述方法がさまざま。着工日につ

いても同様。統一してほしい。 

 

立脇委員   家族構成の記述方法もさまざま。 

 

事務局    日吉津村では要求していません。 

 

議長     様式の統一をする事。 

 

議長     他にありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

議長     採決に入ります。承認される方の挙手を求めます。 

 

〔挙手全員〕 
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議長     承認されました。ありがとうございました。次に移ります。 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     日程 6、議案第 16 号、日吉津村農用地利用集積計画について事務局より説明

をお願いいたします。 

 

〔事務局 議案第 16号、日吉津村農用地利用集積計画について説明〕 

 

議長     議案第 16号、日吉津村農用地利用集積計画につきまして、皆さんご意見・ご

質問はありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

議長     採決に入ります。承認される方の挙手を求めます。 

 

〔挙手全員〕 

 

議長     承認されました。ありがとうございました。次に移ります。 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     日程第 7、議案第 17 号、農用地利用配分計画(案)に係る意見について事務局

より説明をお願いいたします。 

 

〔事務局 議案第 17号、農用地利用配分計画(案)に係る意見について説明〕 

 

議長     議案第 17号、農用地利用配分計画(案)に係る意見につきまして、皆さんご意

見・ご質問はありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

議長     採決に入ります。承認される方の挙手を求めます。 

 

〔挙手全員〕 

 

議長     承認されました。ありがとうございました。次に移ります。 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     日程第 8、その他①営農型太陽光発電設備下部の営農状況等について 

 

〔事務局 その他①、営農型太陽光発電設備下部の営農状況等について説明〕 

 

議長     その他①営農型太陽光発電設備下部の営農状況等につきまして、皆さんご意

見・ご質問はありませんか。 

 

議長     芝桜でいくのか。 



5 

 

事務局    変更申請が出てない中、芝桜を植えることについてはいいと考えます。 

 

上野委員   ふきの許可が出ていないので芝桜を植えているようだ。あとはカボチャが植

えてある。 

 

議長     他にありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

議長     その他②活動記録簿の提出について 

 

〔事務局 その他②、活動記録簿の提出について説明〕 

 

議長     その他②活動記録簿の提出につきまして、皆さんご意見・ご質問はありませ 

んか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

議長     日程第 7、その他③代満日について 

事務局案では 6月 18日(木)となっておりますが、よろしいですか。 

 

議長     日程第 7、その他④7月 月例総会の開催日について 

       事務局案では 7月 10日(金)となっておりますが、よろしいですか。 

 

議長     それでは 7月 10日(金)13:30でよろしくお願いします。 

 

議長     その他について 

 

事務局    日吉津村農林水産ささえあい事業費補助金について説明。 

 

山﨑委員   倫理規程を 7 月総会で審議できるようにお願いします。 

 

議長     他に無いようですので、以上で月例総会を終了いたします。 

 

閉会時刻  午後 2時 53分 

 

 

 

 

 

 


