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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  令和元年９月１０日（火)午後１時３０分から午後３時２５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            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１８号 権利設定に係る合意解約について 

   日程第 ４ 議案第３１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 ５ 議案第３２号 日吉津村農用地利用集積計画について 

   日程第 ６ その他 

① ふれあいフェスタについて 

② 農業委員会特別研修大会について 

③ 農地利用状況調査後の予定について 

④ 農業委員会「令和元年度の目標及びその達成に向けた活動計画」の

進捗状況等について 

⑤ 日吉津村農業の未来を考えるアンケートの結果概要について 

⑥ 営農型太陽光発電設備下部の営農状況等について 

⑦ １０月 月例総会の開催日について 

⑧ その他 

 

６．会議の概要 

局長     ただいまから令和元年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。 
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議長     9 月になっても、まだまだ 35℃前後の気温で、残暑厳しい中です。箕蚊屋の

方は稲刈りが始まっているところもあります。日吉津村でも 20日過ぎたら始ま

るのではないかと思っています。暑さもまだ一週間くらい続くのではと思いま

すので、体調管理には気を付けてください。 

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 18 号、権利設定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 18号、権利設定に係る合意解約について説明〕 

 

議長     報告第 18号、権利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、議案第 31 号、農地法第 5 条第 1 項の規定に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 31号、農地法第 5条第 1項の規定による許可申請について説明〕 

 

議長     議案第 31号、農地法第 5条第 1項の規定による許可申請につきまして、皆さ

んご意見・ご質問はありませんか。 

 

川原委員   一番目の案件について、隣接同意者が申請者と同一人となっているが、同意

書は必要なのか。 
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事務局    基本は不要ですが、後々の事を考え、日吉津村農業委員会としては徴求して

います。 

 

山﨑委員   一番目の案件について、補助金は役場が関係しているか。 

 

事務局    役場は関係していません。 

 

山﨑委員   二期工事も日本郵便の補助金か。 

 

事務局    その通りです。 

 

山﨑委員   補助率はどれくらいか。 

 

事務局    半分補助があるようです。 

 

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。一番目の案件について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。次に二番目の案件について、皆

さんご意見・ご質問はありませんか。 

 

山﨑委員   図面 P11、取水・排水関係が不明確。排水は水位が低くなければならないし、

取水は水位が高くなければならない。取水排水一本で上手くいくのか。 

 

事務局    確認させて下さい。 

 

立脇委員   周辺農地との交通関係対策はできているのか。トラブルにはならないか。 

 

事務局    この申請について、確認はしていません。確認しておきます。 

 

川原委員   浄化槽の最終は西側か。村は協定(環境保全協定)を締結する気があるか。 

 

事務局    村全体のことであるため、この場では答弁はできません。 

 

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。二番目の案件について条件付きで承認される方の挙手を求

めます。 

 

〔挙手全員〕 
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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 5、議案第 32 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 32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 32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。 

 

立脇委員   借人は以前から農地を探していたというが、農業委員の耳には入っていない。

そのような情報は流してほしい。 

 

事務局    以後、気を付けます。 

 

山﨑委員   この圃場を見たが、すでに耕耘してある。 

 

立脇委員   今までは、地権者の了解があれば、前作業として除草等は可としていた。誤

解がないよう総会で前置きする。 

 

議長     今後も、地権者の了解があれば、前作業として除草等は可とし、総会で前置

きする。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、その他①ふれあいフェスタについて 

 

〔事務局 その他①、ふれあいフェスタについて説明〕 

 

議長     日程第 6、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     日程第 6、その他③農地利用状況調査後の予定について 

 

〔事務局 その他③、農地利用状況調査後の予定について説明〕 

 

議長     日程第 6、その他④農業委員会「令和元年度の目標及びその達成に向けた活動
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計画」の進捗状況等について 

 

〔事務局 その他④、農業委員会「令和元年度の目標 

及びその達成に向けた活動計画」の進捗状況等について説明〕 

 

議長     日程第 6、その他⑤、日吉津村農業の未来を考えるアンケートの結果概要につ

いて 

 

〔事務局 その他⑤、日吉津村農業の未来を考えるアンケートの結果概要について説明〕 

 

議長     日程第 6、その他⑥、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⑥、営農型太陽光発電設備下部の営農状況等について説明〕 

 

議長     日程第 6、その他⑦10月 月例総会の開催日について 

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

 

〔良いという声あり〕 

 

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

 

議長     その他ありませんか。 

 

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 25分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


