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日吉津村農業委員会４月 月例総会議事録 
 

１．開 催 日 時  平成３1年４月９日（火)午後１時３０分から午後３時４５分 

 

２．場      所  研修室日吉津村役場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 

             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 

役場建設産業課          増本 唯史 

 

４．欠 席 者   安達委員 

 

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 ６ 号 営農型発電設備の下部の農地における農作物の状況につ

いて 

   日程第 ４ 報告第 ７ 号 農用地利用配分計画の認可について 

   日程第 ５ 報告第 ８ 号 利用権設定に係る合意解約について 

   日程第 ６ 議案第 ９ 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 ７ 議案第２０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 ８ 議案第２１号 日吉津村農用地利用集積計画について 

   日程第 ９ 議案第２２号 農用地利用配分計画(案)に係る意見ついて 

   日程第１０ その他 

          ① ５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4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 9 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。なお、安達委員から欠席届が提出されております。 

それでは、会長より開会の挨拶をお願いいたします。 

 

議長     ４月に入って好天に恵まれ、桜も満開で農作業日和になっておりますが、ま

た明日は雨という事で、大風等で天候が荒れる日と好天の日と交互にやってき

ます。皆さん忙しくなると思いますが頑張っていただきたいと思います。 

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 3 番・
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兼本委員さん 4番・三鴨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 6号、営農型発電設備の下部の農地における農作物の状況に

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 6号、営農型発電設備の下部の農地における農作物の状況について説明〕 

 

議長     報告第 6 号、営農型発電設備の下部の農地における農作物の状況につきまし

て、皆さんご意見・ご質問はありませんか。 

 

山﨑委員   芝桜の苗を購入した人はとはどういう人か。 

 

事務局    庭師です。 

 

議長     芝桜の苗を購入した人とアポはとったのか。 

 

事務局    とってないです。 

 

山﨑委員   信用できる普及所に現地指導を依頼せよ。普及所が指導したなら、会社側は

それについていけない。本気ではないと思う。 

 

川原委員   総活部分の修正と日吉津村農業委員会もこの件に対して一生懸命行っている

ところ出すようを提案。 

 

上野委員   今後は、農業委員会として定期的に日付入りの写真を撮って証拠として残し

ておくようにしたらどうか。 

 

事務局    この農業委員会の所見は、この文言でよろしいでしょうか。 

 

議長     今の意見をまとめて、所見に反映するように。 

議長     他にありませんか。 
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〔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 7号、農用地利用配分計画の認可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 7号、農用地利用配分計画の認可について説明〕 

 

議長     報告第 7 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     日程第 5、報告第 8号、利用権設定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 8号、利用権設定に係る合意解約について説明〕 

 

議長     報告第 8 号、利用権設定に係る合意解約につきまして、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、次の日程に移らせていただきます。 

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

 

議長     日程第 6、報告第 9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 9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     議案第 9 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、ご

意見・ご質問はありませんか。 

 

議長     改良区の決済金は？ 

 

事務局    不要だったようです。 

 

山﨑委員   計画では駐車場となっているが、会社の所在地から離れている。資材置場に
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するのではないか。民家が隣接しているが資材置場なら迷惑する。 

 

議長     改良区に意見書・決済金の有無を確認するように。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 7、議案第 20 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 20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 14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。 

       1 の転用について 

 

〔発言する者なし〕 

 

       2の転用について 

 

議長     土地買収費が明記されてないが売買か。 

 

事務局    売買です。 

 

議長     他にありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

議長     3の転用について、水路の草刈は誰が行うのか。譲受人に管理するよう言って

おくこと。 

 

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、一括採決に入ります。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 21 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。 
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〔事務局 議案第 21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 21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     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 22 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 22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 22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。 

 

〔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 10その他①5 月 月例総会の開催日について 

       事務局案では 5 月 10 日(金)となっておりますが、よろしいですか。 

 

〔良いという声あり〕 

 

議長     それでは 5月 10日(金)13:30でよろしくおねがいします。 

 

議長     日程第 10その他②について、何かありませんか。 

 

局長     農園関係の進捗状況ですが、昨年 9 月の農業委員会総会で承認をいただきま

した農地の利用方法につきまして、4つの農園を計画させていただきました。昨

年 12月の議会で補正予算を承認いただいた中で、農園の準備を進めていたとこ

ろではございますが、30年度中に実施した内容が耕耘 2回・土壌改良剤の散布・

土壌検査を実施いたしました。年度が新たに替わりまして、30 年度内に実施す

べき内容が未実施となっております内容が小学校農園の埋め立て・村民農園等、
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井戸の設置となりました。これらについては、31 年度の臨時議会を開催させて

いただきまして補正予算で対応させていただくことになりました。 

       当初から予定が後ろ倒しになり、今回このような持ち越しというような事態

になってしまいまして深く反省をしているところであります。原因につきまし

ては、課長という立場で部下の管理、目配り・気配りが不足していましたし、

担当者におきましては年度末に向かっての会計上の問題・スケジュール管理の

把握ができていなかった結果において、このような事になってしまったと反省

しております。臨時議会で承認をいただければ 5 月 1 日開園というスケジュー

ルで広報も行っており、取組んでまいります。皆様方には農園につきましては

慎重審議いただきましたのに、このような結果になってしまったこと担当課長

といたしまして深くお詫び申し上げるところでございます。 

 

川原委員   広報には地図が添付されなかったので、場所がわからない。 

 

山﨑委員   私が以前提案したのは残留農薬の土壌検査ではなく、窒素・燐酸・加里成分

量の土壌分析のことだった。長年使用してない農地なのでこれが重要である。 

 

立脇委員   甘草の情報を教えてほしい。 

 

事務局    28･29･30 年に植付けされ、本来 30 年度で 28 年のものを刈取る予定と聞いて

おりましたが、鳥取大学に見ていただいたところ、生育状態が良くなく 28 年植

付け分を 31 年に収穫予定。31 年は 50～60a の作付け予定です。 

       上に生えていなくてもポットの下には主根が育っているようです。 

 

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 3時 45分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


