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日吉津村農業委員会１月 月例総会議事録 
 

１．開 催 日 時  平成３1年１月１０日（木)午後１時３０分から午後４時００分 

 

２．場      所  日吉津村役場２階 第３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 

           事 務 局 齋古 直樹 

                 増本 唯史 

 

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 １ 号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について 

   日程第 ４ 議案第 １ 号 農地法第３条の規定による許可申請について 

   日程第 ５ 議案第 ２ 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 ３ 号 非農地証明について 

   日程第 ７ 議案第 ４ 号 日吉津村農用地利用集積計画について 

   日程第 ８ 議案第 ５ 号 農用地利用配分計画(案)に係る意見ついて 

   日程第 ９ 議案第 ６ 号 特定農地の貸付けについて 

   日程第 10 議案第 ７ 号 再生利用が困難と認められる荒廃農地の非農地判断につ

いて 

   日程第 11 その他 

          ① 「平成３０年度の目標及びその達成に向けた活動計画」の進捗状に 

           について 

          ②集落説明会(農地の未来を語る会)の結果等報告について 

          ③ ２月 月例総会の開催日について 

 

６．会議の概要 

局長     ただいまから平成 31 年 1 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。 
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議長     新年、おめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。早いもの

で、今日は 10日になりますが、大雪・大雨といった状況ではありません。畑を

回ってみますと、農家の方がちらほらといらっしゃいます。これから徐々に農

作業も忙しくなってくると思います。また、今月末から行政座談会、2月初旬か

らはＪＡの座談会があります。実行組合も組合長の交代もあり、その中で総会

も実施され、農業についての意見も出てくると思います。できるだけ皆さん参

加していただいて意見交換・情報収集等を行っていただきたいと考えます。 

       それでは早速ですが、日程に入らせていただきます。 

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。 

 

山﨑委員   基盤強化促進法等の一部改正については、農業委員会でも説明があるか。 

 

事務局    後日、事務局に対しての説明会がありますので、来月の総会で説明いたしま

す。 

 

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 1号、農地法第 5条第 1項第 6号の規定による届出について

事務局より説明をお願いいたします。 

 

〔事務局 報告第 1号、農地法第 5条第 1項第 6号の規定による届出について説明〕 

 

議長     報告第 1 号、農地法第 5 条第 1 項第 6 号の規定による届出につきまして、皆

さんご意見・ご質問はありませんか。 

 

議長     水路に泥が溜まらないように気をつけて下さい。 

 

議長     他に無いようでしたら、次の日程に移らせていただきます。 

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

議長     日程第 4、議案第 1号、農地法第 3条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。 



3 

 

〔事務局 議案第 1号、農地法第 3条の規定による許可申請について説明〕 

 

議長     議案第 1 号、農地法第 3 条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。 

 

山﨑委員   資料の間違いを指摘。 

       この農地は、永小作になっていないか。 

 

事務局    現在は、基盤法による賃貸借契約で平成 29 年から 5 年契約となっておりま

す。 

 

議長     永小作から基盤法へ移った経過が不明のため、今回は保留としたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

 

〔全員賛成〕 

 

議長     議案第 1号は保留といたします。来月、詳細な資料を付けて審議いたします。

次に移ります。 

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

 

議長     日程第 5、議案第 2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 2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 2 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、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、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 6、議案第 3号、非農地証明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 3号、非農地証明について説明〕 

 

議長     議案第 3号、非農地証明につきまして、ご意見・ご質問はありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 



4 

 

議長     非農地化したいのであれば、転用で行っていただきたいと思います。 

無いようでしたら、採決に入ります。承認される方の挙手を求めます。 

 

〔挙手無し〕 

 

議長     否決されました。次に移ります。 

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

 

議長     日程第 7、議案第 4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 4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 4 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。 

 

山﨑委員   No.1～3は利用配分計画に関係し、始期が 1ヶ月ずれるが、実際に作物が植わ

っている。ずれの無いシステムにはできないか。 

 

事務局    現時点では、機構が良いといえば耕作可能ですので、それで対応しておりま

す。 

 

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、議案第 5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 5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 5号、農用地利用配分計画(案)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。 

 

議長     他にありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 
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議長     無いようでしたら採決に入ります。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 9、議案第 6号、特定農地の貸付け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 6号、特定農地の貸付けについて説明〕 

 

議長     議案第 6 号、特定農地の貸付けにつきまして、皆さんご意見・ご質問はあり

ませんか。 

 

山﨑委員   旧農園も同じ扱いにするのか。 

 

事務局    その通りです。観光協会から村へと整理します。 

 

山﨑委員   契約更新時のことが明記されてない。入れた方がいいのではないか。 

 

立脇委員   入植者組織で運営してはどうか。 

 

川原委員   当初の計画と変わっている。変更するなら説明が必要。 

 

局長     変更の経過を説明し、お詫びする。 

 

議長     承認した規程に(案)が付してあるが、これでいいのか。 

その他、検討事項がたくさんありますので、今回は保留したいと思いますがい

かがでしょうか。 

 

〔全員賛成〕 

 

議長     今回は保留といたします。次に移ります。 

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

 

議長     日程第 10、議案第 7 号、再生利用が困難と認められる荒廃農地の非農地判断

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 7号、再生利用が困難と認められる荒廃農地の非農地判断について説明〕 

 

議長     議案第 7 号、再生利用が困難と認められる荒廃農地の非農地判断につきまし

て、皆さんご意見・ご質問はありませんか。 

 

議長     温泉線から北側の⑥・⑦は仕方がないと思いますが、いかがでしょうか。 

 

議長     ⑥・⑦に限り採決に入ります。承認される方の挙手を求めます。 
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〔挙手全員〕 

 

議長     ⑥・⑦に限り承認されました。ありがとうございました。次に移ります。 

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

 

議長     日程第 11、その他①平成 30 年度の目標及びその達成に向けた活動計画」の

進捗状況について 

 

〔事務局 その他①、平成 30 年度の目標及びその達成に向けた 

活動計画」の進捗状況について説明〕 

 

議長     その他①、平成 30 年度の目標及びその達成に向けた活動計画」の進捗状況に

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     次に進みます。 

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

 

議長     日程第 11、その他②、集落説明会(農地の未来を語る会)の結果等報告につい

て 

 

〔事務局 その他②、集落説明会(農地の未来を語る会)の結果等報告について説明〕 

 

議長     その他②、集落説明会(農地の未来を語る会)の結果等報告につきまして、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     無いようですので次に進みます。 

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

 

議長     日程第 11、その他③、集落説明会(農地の未来を語る会)の状況報告について 

 

〔事務局 その他③、集落説明会(農地の未来を語る会)の状況報告について説明〕 

 

議長     その他②、集落説明会(農地の未来を語る会)の状況報告につきまして、皆さん

ご意見・ご質問はありませんか。 

 

山﨑委員   どれ位を目途としているか。 

 

局長     当面は、5 年後を考えております。 

 

山﨑委員   農振の見直しはどれ位の年数か。 
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事務局    5 年です。 

 

議長     他にありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

議長     無いようですので次に進みます。 

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

 

議長     日程第 11、その他③、2 月 月例総会の開催日について 

 

事務局    2 月 8 日(金)はどうでしょうか。 

 

議長     それでは、2 月 8 日(金)午後 1 時 30 分でお願いいたします。 

 

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 4時 00分 

 

 

 

 


