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日吉津村農業委員会３月 月例総会議事録 
 

１．開 催 日 時  令和２年３月１０日（火)午後１時３０分から午後３時９分 
 

２．場      所  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 

             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      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５号 利用権設定等に係る合意解約について 

   日程第 ４ 報告第６号 農用地利用配分計画の認可について 

   日程第 ５ 報告第７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 ６ 議案第５号 日吉津村農用地利用集積計画について 

   日程第 ７ 議案第６号 農用地利用配分計画(案)に係る意見について 

   日程第 ８ 議案第７号 日吉津村農作業標準賃金について 

   日程第 ９ 議案第８号 農地に係る賃借料情報の公表について 

   日程第１０ 議案第９号 農地取得に必要な下限面積について 

   日程第１１ その他 

① 日吉津村都市計画審議委員の推薦について 

② 活動記録簿の提出について 

③ ４月 月例総会の開催日について 

④ その他 

          その他 
 

６．会議の概要 

局長     ただいまから令和 2年 3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。 
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議長     お陰様で山陰両県にはコロナの感染者は出ていないということです。国の方

針は 3/24で一区切りということで、そのあたりまでは気が抜けないなと思いま

す。皆様方も十分に注意をしていただけたらと思います。 

       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 9 番・

長谷委員さん 1番・川原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 5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 5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 5 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。 

 

山﨑委員   麦は蒔いていないか。 

 

事務局    蒔いていません。 

 

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 4、報告第 6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。 
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〔事務局 報告第 6号、農用地利用配分計画の認可について説明〕 

 

議長     報告第 6 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 7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 報告第 7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 7 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   いつで終わるのか。 

 

事務局    3年ごとですので、令和 3年 1月です。 

 

山﨑委員   新しい実務担当者とか変更申請書の説明があるが、変更申請書はいつまでに

出すのか。 

 

事務局    提出期限は決まっておりませんが、早めにということです。 

 

山﨑委員   栽培計画・販売計画がなければならないが、蕗であれば親株を育成しなけれ

ばならない中で、きちんとした栽培計画ができるかどうかだ。 

       新しい実務担当者はどんな人か。営農に対して知識があるような人か。 

 

事務局    前の人よりは知識があるように見えますが、実務経験はあまりないように見

受けられます。 

 

山﨑委員   4月総会には変更申請書は出るか。 

 

事務局    間に合うように催促はしているところです。 

 

山﨑委員   栽培計画・販売計画がきちんとした変更申請書になるように、言っておいて

ください。 

 

議長     4月総会に実務者を同席させてほしい。 

 

川原委員   農業委員会として、5 年経過した中で、何をもって営農と認めるのか。P2 の

回答を見たとき、引き延ばしの姿勢しか見えない。農業委員会としての決断を

通知して、それからどれだけの計画書を作成するかだと思う。 

 



4 

立脇委員   最初からの指摘に対して進展がない。農業委員会が舐められている。 

 

議長     変更申請書が提出されたら、総会に管理者と実務担当者を呼んで話を聞くこ

とにする。 

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

 

議長     日程第 6、議案第 5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 5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 5 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   ( )内は分筆か。自分で測るのか。 

 

事務局    台帳上の地番であり、双方で測られました。 

 

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。 

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

 

議長     日程第 7、議案第 6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 6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 6 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。 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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議長     日程第 8、議案第 7号、日吉津村農作業標準賃金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 7号、日吉津村農作業標準賃金について説明〕 

 

議長     議案第 7 号、日吉津村農作業標準賃金につきまして、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 9、議案第 8号、農地に係る賃借料情報の公表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 8号、農地に係る賃借料情報の公表について説明〕 

 

議長     議案第 8 号、農地に係る賃借料情報の公表につきまして、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 10、議案第 9 号、農地取得に必要な下限面積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 9号、農地取得に必要な下限面積について説明〕 

 

議長     議案第 9 号、農地取得に必要な下限面積につきまして、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。 



6 

 

〔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 11、その他①日吉津村都市計画審議会委員の推薦について 

 

〔事務局 その他①、日吉津村都市計画審議会委員の推薦について説明〕 

 

議長     川原委員に引き続きお願いしたいと思います。 

 

議長     日程第 11、その他②活動記録簿の提出について 

 

〔事務局 その他②、活動記録簿の提出について説明〕 

 

議長     日程第 11、その他③4月 月例総会の開催日について 

       事務局案では 4 月 10 日(金)となっておりますが、よろしいですか。 

   

議長     それでは 4月 10日(金)13:30でよろしくおねがいします。 

 

議長     その他についておねがいします。 

 

事務局    農業委員の応募状況について、総会前現在で 5名の応募があります。 

 

事務局    村営墓地北側の農地についての状況報告。 

 

議長     村民農園はどういう状況か。 

 

事務局    最近、募集の放送が何度かしてあります。 

 

山﨑委員   麦畑が鴨による食害にあっているので連絡してやってほしい。 

 

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 9分 

 

 

 

 

 

 

 


