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日吉津村農業委員会９月 月例総会議事録 
 

１．開 催 日 時  令和２年９月９日（水)午後１時３０分から午後３時５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 議案第２２号 日吉津村農用地利用集積計画について 

   日程第 ４ 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 農業委員会組織による「７月豪雨災害義援金」の取り組みについて 

④ 広報誌について 

⑤ 営農型太陽光発電設備下部の営農状況等について 

⑥ １０月 月例総会の開催について 

⑦ 農地貸借等に係る情報交換について 

⑧ その他 

          その他 

 

６．会議の概要 

局長     ただいまから令和 2年 9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     今月の総会を始めさせていただきます。先ほど梅雨明け後、初めての大雨が

降りまして、畑も潤ったのではないかと思います。農家にとってはこれを機会
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に秋野菜の種まき等が行われるのではないかと思います。農業委員の皆さんも

これから秋野菜の作業に向かわれるかと思いますが、まだまだ気温も高いです

ので、熱中症には気を付け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 7 番・

川原委員さん 8番・山西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、議案第 22 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。 

 

〔上野委員退室〕 

 

〔事務局 議案第 22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 22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   この案件は新規か。 

 

事務局    使用されていましたが、貸借契約の実績なしということで新規といたしまし

た。 

 

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。 
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〔上野委員入室〕 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     日程第 4、その他①農地利用状況調査後の予定について 

 

〔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   面積の小計・合計が入ってないが、どれくらいの面積か。 

 

事務局    ざっと 5haくらいです。 

 

山﨑委員   資料としては、面積の小計・合計を入れてほしい。 

 

川原委員   現況写真 5 は荒廃地ではないのではと思えるが、以前植木屋さんに貸してい

て、真砂土が前面に入っているため農地にはならないという経緯があり、地権

者が村外の方で、知らしめるために荒廃地にしたという経過であります。 

 

川口委員   村外の方に、状況を知らしめる方法はないのか。 

 

事務局    村外の方には、状況を文書で通知しております。 

 

川口委員   それに対して反応は。 

 

事務局    反応された方もあります。 

 

川口委員   そうでない方にはどう対処されたか。 

 

議長     現況写真 4、青地と白地では違う対応が必要。 

 

三鴨委員   白地での非農地提案はできないか。 

 

事務局    こちらからは行いません。 

 

議長     現況写真 3は地権者に木を始末してもらうよう通知する事。 

 

議長     他にありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

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

 

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 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〕 
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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。 

 

〔発言する者なし〕 

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

 

議長     その他③農業委員会組織による「7月豪雨災害義援金」の取り組みについて 

 

〔事務局 その他③、農業委員会組織による「7月豪雨災害義援金」の取り組みついて説明〕 

 

議長     その他③農業委員会組織による「7月豪雨災害義援金」の取り組みにつきまし

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     その他④広報誌について 

 

〔事務局 その他④、広報誌ついて説明〕 

 

議長     その他④広報誌につきまして、皆さんご意見・ご質問はありませんか。 

 

議長     初回の発行については、案のとおりかなと思うが、2回目からの発行について

協議願いたい。 

 

山﨑委員   初回の発行についてはどれくらいのボリュームか。 

 

事務局    A4の両面か A3の両面、2ページか 4ページです。 

 

上野委員   写真を載せた方がいい。 

 

山﨑委員   全くの白紙の状態だから、B案の 3人ではきついと思う。日吉津村農業の実態

とかテーマを決めて作成しなければいけない。 

 

山﨑委員   伯耆町・北栄町の表紙は毎回このような感じか。 

 

川原委員   村報の中に、農業委員会スペースを確保してもらう方がいいと思う。 

 

議長     川原委員の提案に対してそのような体制が可能か。 

 

事務局    村外の方に知ってもらうには、村報とは別ペーパーがいいと思います。 

 

川口委員   別に農業委員会だよりを作るのは無理だと思う。 

 

議長     5人で 1班とする事だけ決めたい。 
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議長     他にありませんか。 

〔発言する者なし〕 

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

 

議長     その他⑤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⑤、営農型太陽光発電設備下部の営農状況等ついて説明〕 

 

議長     その他⑤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。 

 

山﨑委員   「パネルの下に植えました。」では無く、あくまでも営農という事を自覚させ

なければならない。 

 

議長     他にありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

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

 

議長     その他⑥10月 月例総会の開催日について 

       事務局案では 10月 9日(金)となっておりますが、よろしいですか。 

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

 

議長     その他⑦農地貸借等に係る情報交換について 

 

〔事務局 その他⑦、農地貸借等に係る情報交換ついて説明〕 

 

議長     その他⑦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。 

 

議長     機構は預かりの農地をどのような状態で返すのか確認してください。 

 

山﨑委員   現在、富吉 598-2 と富吉 598-3 の 2 筆の畑の依頼を受けている。そのような

情報交換をしたい。 

 

議長     総会の前後に情報交換の場を設けてもいい。 

 

局長     終期到来が近づくなか、一筆ずつ潰していかなければなりません。皆さん方

の協力をおねがいします。 

       また、地権者の方にも説明会等の準備をしていかねばなりません。機構にも

どのような状態で返すのかも確認いたします。 

 

議長     他にありませんか。 
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〔発言する者なし〕 

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

 

議長     その他⑧その他について 

 

山﨑委員   防除協議会で大豆の防除は協議したのか。 

 

事務局    されていません。 

 

山﨑委員   再生協の総会等で問題になる。60aの大豆がヨトウ虫の被害で全滅している。 

 

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 5分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


