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日吉津村農業委員会１１月 月例総会議事録 
 

１．開 催 日 時  平成３０年１１月９日（金)午後１時３０分から午後３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  ９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 

             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   ４番  三鴨 真樹 

 

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２０号 農用地利用配分計画の認可について 

   日程第 ４ 報告第２１号 農地法第５条第１号第６項の規定による届出について 

   日程第 ５ 議案第３８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３９号 非農地証明について 

   日程第 ７ 議案第４０号 日吉津村農用地利用集積計画について 

   日程第 ８ その他 

          ① 利用意向調査の概要について 

          ② 農業委員会特別研修大会について 

          ③ １２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 30 年 11 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。 

それでは、会長より開会の挨拶をお願いいたします。 

 

議長     皆さん、本日は月例総会にお集まりいただきありがとうございました。 

       稲刈りもほぼ終わったようですが、ネギ・ブロッコリーはこれからが本番で

大変だと思います。年末も控えておりますので、体調に十分注意していただき

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。 
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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 2番・加

藤委員さん 3番・兼本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 20 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 20号、農用地利用配分計画の認可について説明〕 

 

議長     報告第 20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。 

 

山﨑委員   配分された農地が水稲のブロックになれば水稲を作るのか。 

 

事務局    水稲は作らず保全管理です。 

 

山﨑委員   荒らさないようにと言ってほしい。 

 

立脇委員   JAの要求する主食用米増への影響を心配する。 

 

局長     31 年版の作付ブロック暫定版を出させていただいています。そして現在、農

業者の意向を調査している段階でございますが、今後このような農地が増えて

いくことは予測ができると思っておりますし、それに対して受けていただく方

がどれだけいらっしゃるかという事については、今後育成していかなければな

らないと思っております。当然、日吉津村の方だけではなく、村外から来ていた

だける方を誘致していかなければならないと思っております。作っていただけ

る作物が水稲であればそれにこしたことは無いですが、村外からの方は水稲作

付が少なく、それが一つの課題ではあると把握しております。 

 

立脇委員   影響がなければ良いが、そこを心配しているところです。 

 

山﨑委員   水路が詰まったりするのを心配している。 
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議長     水路等の管理をしてもらって下さい。 

       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 21 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 21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 21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。 

 

立脇委員   カーポートとは車庫のことか。 

 

川原委員   屋根と柱のみがカーポートで車庫とは違う。 

 

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 5、議案第 38 号、農地法第 5 条第 1 項の規定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 38号、農地法第 5条第 1項の規定よる許可申請について説明〕 

 

議長     議案第 38 号、農地法第 5 条第 1 項の規定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。 

 

山﨑委員   これは平屋建てか。 

 

事務局    階段があるので、二階建てです。 

 

山﨑委員   事業計画書では二階建てだが、見積書では一階建てとなっているが、どっち

が本当か。 

 

事務局    二階建てです。見積書が間違っております。 

 

議長     他にありませんか。 
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〔発言する者なし〕 

 

議長     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 39 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 39号、非農地証明について説明〕 

 

議長     議案第 39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〕 

 

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 7、議案第 40 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 40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 40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 8、その他①、利用意向調査の概要について 

 

〔事務局 その他①、利用意向調査の概要について説明〕 
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議長     業者の日程確認は行ったか。 

その他①、利用意向調査の概要につきまして、皆さんご意見・ご質問はありま

せんか。 

 

山﨑委員   業者絡みの面積はどれ位か。 

 

議長     面積は約 2ha です。 

 

山﨑委員   5-15～5-21 は借入希望者があるのか。この土地は旧所有者から現所有者に所

有権移転した土地で、当時農業委員会でもめた土地であり、下部に何が埋まっ

ているかわからない土地で、作物ができるかが心配。借入希望者に確認が必要

である。 

 

川原委員   意向調査の回答後、荒地を自分できれいにしたという事例があれば、調査結

果から外すということですか。 

 

事務局    この場で決めていただければと思います。 

 

議長     きれいにしてあれば、調査結果から外すべきだと思う。 

 

議長     次に進みます。 

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

 

議長     日程第 8、その他②、農業委員会特別研修大会について 

 

〔事務局 その他②、農業委員会特別研修大会について説明〕 

 

議長     その他②、農業委員会特別研修大会につきまして、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 8、その他③、12 月 月例総会の開催日について 

 

事務局    12 月 7 日(金)はどうでしょうか。 

 

議長     それでは、12 月 7 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 3時 00分 

 


