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日吉津村農業委員会１０月 月例総会議事録 
 

１．開 催 日 時  令和２年１０月９日（金)午後１時３０分から午後３時１８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    ５番  齋下 博三 

       委員    １番  上野 秀雄 

２番  川口 剛敏 

３番  山﨑 博 

             ４番  三鴨 真樹 

             ６番  林原 美代子 

             ７番  川原 邦建 

             ８番  山西 昇 

             ９番  長谷 昭宏 

            １０番  生村 好実 

 

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１７号 利用権設定に係る合意解約について 

   日程第 ４ 議案第２３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２４号 日吉津村農用地利用集積計画について 

   日程第 ６ その他 

① 農地利用状況調査後の予定について 

② 農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想の見直しについて 

③ 鳥取県農業委員会特別研修大会について 

④ １１月 月例総会の開催について 

⑤ 農地貸借等に係る情報交換について 

⑥ その他 

          その他 

 

６．会議の概要 

局長     ただいまから令和 2年10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     稲刈りがピークとなっておりますが、20 日頃までには終わるかなと思ってお

ります。台風 14号が明日、鳥取県に最接近するということで、風は多少あるが、
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雨は心配ないということなので、稲刈りに影響はないのではないかと思ってい

ます。忙しい時期なので、なるべく早く終わりたいと思います。 

 

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 9 番・

長谷委員さん 10番・生村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 3、報告第 17 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 17号、利用権設定に係る合意解約について説明〕 

 

議長     報告第 17号、利用権設定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。 

 

〔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 4、議案第 23 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。 

 

〔事務局 議案第 23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 23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。 

 

川口委員   P5の 4,308㎡の根拠は。 

 

事務局    P3の面積の積算と今回の面積の計です。 
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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〕 

 

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 5、議案第 24 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 24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 24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。 

 

川口委員   1番は更新ですか。新規ではありませんか。 

 

事務局    権利設定で判断するため更新です。 

 

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〕 

 

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、その他①農地利用状況調査後の予定について事務局より説明をお願

いいたします。 

 

〔事務局 その他①、農地利用状況調査後の予定ついて説明〕 

 

議長     その他①農地利用状況調査後の予定につきまして、皆さんご意見・ご質問は

ありませんか。 

 

山﨑委員   3-20、3-23は木を切れということか。 

 

事務局    木を切ってもらうべきだと思います。一方で農地の判定としては通常の農地

ではないかと思います。 
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山﨑委員   どのような経過で木が生えているのか不明だが、農業委員会として木を切れ

と言えるのか。 

 

議長     農業委員会の名で文書通知する。 

 

川原委員   4-2はどうするか。本人は何もしない。 

 

川口委員   3-17･18は駐車場になっている。どう意向調査するのか。 

 

山﨑委員   意向調査書の中身・内容は違った方法でなんとかならないか。 

 

議長     機構管理の畑は荒れたまま返すのか。 

 

局長     返す前には、機構に耕耘をして下さいとお願いにいこうと思っています。 

 

山﨑委員   以前、農業会議がこられた時にも、機構が耕耘せずに返還しようとしている

という我々の声を聴いて帰られた。ぜひ、お願いに行っていただきたい。 

ついでに聞きますが、R431～2 号線までの開発。先日、会議があったそうで

来年オープンという事を関係者には言ってあるそうだが役場に話があったか。 

荒廃地の中には、開発に絡む農地がある。 

 

山西委員   3-13 は様々な物が投棄してある。農地ではないのではないか。農地であれば

警察に届出が必要ではないか。 

 

事務局    確認します。 

 

議長     委員さん方は意向調査に廻ってください。役場は開発の情報収集して下さい。 

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

 

議長     その他②農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想の見直しについて事務

局より説明をお願いいたします。 

 

〔事務局 その他②、農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想の見直しついて説明〕 

 

議長     その他②農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想の見直しにつきまして、

皆さんご意見・ご質問はありませんか。 

 

山﨑委員   人・農地プランの最終はいつだったか。 

 

局長     令和元年に見直しを実施いたしました。 

 

山﨑委員   村の農政に関わるので人・農地プランとリンクさせなければいけない。 

 

議長     他にありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     その他③鳥取県農業委員会特別研修大会ついて事務局より説明をお願いいた

します。 

 

〔事務局 その他③、鳥取県農業委員会特別研修大会ついて説明〕 

 

議長     上野委員と私、事務局 2人で出席します。 

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

 

議長     その他④11月 月例総会の開催日について 

       事務局案では 11月 10日(火)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、11月 10日（火）でお願いします。 

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

 

議長     その他⑤農地貸借等に係る情報交換について事務局より説明をお願いいたし

ます。 

 

〔事務局 その他⑤、農地貸借等に係る情報交換ついて説明〕 

 

議長     その他⑤農地貸借等に係る情報交換につきまして、皆さんご意見・ご質問は

ありませんか。 

 

山﨑委員   誰に耕作してもらうかという具体的な話を本気で実施する必要がある。 

 

議長     情報交換は総会終了後、2 月ごろまで実施しましょう。 

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

 

議長     その他⑥その他について 

 

川原委員   令和 3 年度の水稲作付計画以降調査によって、ブロックローテ－ションが変

わることがあるのか。 

 

局長     現在の図面は暫定版ということで出させてもらっています。意向調査の結果

等により調整が必要となれば改訂版により変更もあり得ます。 

 

川原委員   種籾・肥料の注文があるので早くおこなってもらいたい。 

 

局長     分かりました。 

 

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 18分 


