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日吉津村農業委員会 8 月 月例総会議事録 
 

１．開 催 日 時  令和２年８月１１日（火)午後１時３０分から午後３時２２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１５号 利用権設定に係る合意解約について 

日程第 ４ 報告第１６号 農用地利用配分計画の認可について 

日程第 ５ 議案第２０号 農業委員会倫理規程について 

   日程第 ６ 議案第２１号 日吉津村農用地利用集積計画について 

   日程第 ７ その他 

① 初総会時の各種連絡事項のうちの追加説明等について 

② 日吉津村農業委員会の活動計画・指針について 

③ 農地利用最適化推進活動区域の決定について 

④ 農地利用状況調査の実施について 

⑤ 広報誌について 

⑥ ９月 月例総会の開催について 

⑦ その他 

          その他 

 

６．会議の概要 

局長     ただいまから令和 2年 8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。 

 



2 

議長     盆前の総会です。36 度の真夏日が続いている中で、ぐったりする状態が続い

ています。新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽは今後、米子でも発生するのではないか。暑い中、健康

に留意して頑張っ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 4 番・

三鴨委員さん 6番・林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 15 号、利用権設定に係る合意解約につきまして事務局より

説明をお願いいたします。 

 

〔事務局 報告第 15号、利用権設定に係る合意解約について説明〕 

 

議長     報告第 15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     日程第 4、報告第 16 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 16号、農用地利用配分計画の認可について説明〕 

 

議長     報告第 16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〕 
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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 20 号、農業委員会倫理規程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 20号、農業委員会倫理規程について説明〕 

 

議長     議案第 20号、農業委員会倫理規程につきまして、皆さんご意見・ご質問はあ

りませんか。 

 

川口委員   今まで、職務規程はなかったのか。何故なかったのか。 

 

局長     なぜなかったのかは分かりませんが、必ずしも制定する必要もなかったので

はないかと思われます。 

 

川口委員   冊子に書いてあるが、それではいけないのか。 

 

上野委員   前回、必要だという事で旧農業委員で検討した。今回、新農業委員で検討す

ればいいのではないか。 

 

川原委員   農業委員会の職務規程の中には、禁止行為はないので別に作った方がいい。 

 

山﨑委員   倫理規程がないほうがおかしい。 

 

上野委員   選挙から任命制に変わったので、倫理規定は必要。 

 

議長     これでよろしいでしょうか。 

 

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。 

 

事務局    明日、告示します。 

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

 

議長     日程 6、議案第 21 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 21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 21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〕 
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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初総会時の各種連絡事項のうちの追加説明等について 

 

〔事務局 その他①、初総会時の各種連絡事項のうちの追加説明等について説明〕 

 

議長     その他①初総会時の各種連絡事項のうちの追加説明等につきまして、皆さん

ご意見・ご質問はありませんか。 

 

議長     旅行積立はどうしましょうか。 

 

〔しようと言う声あり〕 

 

事務局    させていただきます。 

 

議長     幹事に積立金等の監事を兼務してはどうか。 

 

〔いいと言う声あり〕 

 

議長     他にありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

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

 

議長     その他②日吉津村農業委員会の活動計画・指針について 

 

〔事務局 その他②、日吉津村農業委員会の活動計画・指針について説明〕 

 

議長     その他②日吉津村農業委員会の活動計画・指針につきまして、皆さんご意見・

ご質問はありませんか。 

 

三鴨委員   資料 7の遊休農地解消計画面積にはｹ-ｽﾞﾃﾞﾝｷの面積はどうか。 

 

事務局    ｹｰｽﾞﾃﾞﾝｷの面積は除いての計画です。 

 

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農地利用最適化推進活動区域の決定について 

 

〔事務局 その他③、農地利用最適化推進活動区域の決定について説明〕 

 

議長     その他③農地利用最適化推進活動区域の決定につきまして、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農地利用状況調査の実施について 

 

〔事務局 その他④、農地利用状況調査の実施について説明〕 

 

議長     その他④農地利用状況調査の実施につきまして、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⑤広報誌について 

 

〔事務局 その他⑤、広報誌について説明〕 

 

議長     その他⑤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。 

 

山﨑委員   県下では北栄町の農業委員会だよりが一番だと思うが、北栄町の発行体制は

どのような体制か。広報誌のｺﾋﾟｰを見せてください。 

       来月の総会で広報誌作成の体制を協議したらどうか。 

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

 

議長     その他⑥9月 月例総会の開催日について 

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

 

議長     その他について 

 

山﨑委員   農業委員の役割について、農地の貸借についての相談を受けて困った場合、

総会の時に皆で情報を共有する体制づくりをしたい。 

 

川原委員   農地ﾊﾟﾄﾛｰﾙは防災無線で放送した方がいい。 

 

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 22分 


