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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  令和２年１月１０日（金)午前１１時から午前１２時 

 

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 

             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 

 主   査 齋古 直樹 

建設産業課職員    係   長 増本 唯史 

 

４．欠 席 者      ３番  兼本 修二 

 

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 農用地利用配分計画の認可について 

   日程第 ４ 報告第 ２ 号 利用権設定等に係る合意解約について 

   日程第 ５ 議案第 １ 号 日吉津村農用地利用集積計画について 

   日程第 ６ 議案第 ２ 号 農用地利用配分計画(案)に係る意見について 

   日程第 ７ その他 

① 「農業委員会の法令順守の申し合わせ決議」について 

② 農業委員の改選に係る今後の予定について 

③ 「第２回農地の未来を語る会」について 

④ 活動記録簿の提出について 

⑤ ２月 月例総会の開催日について 

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 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 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、兼本委員さん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     新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。本日

は、葬儀のため時間変更をいたしました。令和 2 年、新しい年を迎えました。
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我々の任期も 7月 19日ということで、それまで頑張っていただきたいと思いま

す。 

       それでは、今月の総会を始めさせていただきます。 

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 4 番・

三鴨委員さん 5番・安達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 1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 1号、農用地利用配分計画の認可について説明〕 

 

議長     報告第 1 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 4、報告第 2号、利用権設定等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 2号、利用権設定等に係る合意解約について説明〕 

 

議長     報告第 2 号、利用権設定等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。 
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 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     日程第 5、議案第 1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 1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 1 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。 

 

議長     10 番の貸人は既に亡くなられているが、相続人代表の氏名なのではないか。 

 

事務局    亡くなられていることが確認されましたので、10 番の貸人名を変更させてく

ださい。 

 

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、議案第 2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 2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 2 号、農用地利用配分計画(案)に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     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、その他①「農業委員会の法令順守の申し合わせ決議」について 
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〔事務局 その他①、「農業委員会の法令順守の申し合わせ決議」について説明〕 

 

〔申し合わせを全員一致で決議〕 

 

議長     日程第 7、その他②農業委員の改選に係る今後の予定について 

 

〔事務局 その他②、農業委員の改選に係る今後の予定について〕 

 

議長     皆さん、ご承知おきください。 

 

議長     日程 7、その他③「第 2回農地の未来を語る会」について 

 

〔事務局 その他③、「第 2 回農地の未来を語る会」について〕 

 

山﨑委員   組織ができれば圃場整備しなければならないが、圃場整備を先行した場合、

担い手がいるかが不安である。新規就農者も年々減少してきている。 

 

議長     日程第 7、その他④活動記録簿の提出について 

 

〔事務局 その他④活動記録簿の提出について〕 

 

議長     日程第 7、その他⑤2月 月例総会の開催日について 

       事務局案では 2 月 10 日(月)となっておりますが、よろしいですか。 

 

議長     それでは 2月 10日(月)13:30でよろしくおねがいします。 

 

議長     日程第 7、その他⑥その他について 

 

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  午前 12時 
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        会長（議長）               ㊞ 

 

 

 

 

        議事録署名人               ㊞ 

 

 

 

 

        議事録署名人               ㊞ 


