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日吉津村農業委員会２月 月例総会議事録 
 

１．開 催 日 時  令和３年２月１０日（水)午後１時３０分から午後３時２２分 

 

２．場      所  日吉津村農業者トレーニングセンター研修室 

 

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 ４ 号 利用権設定に係る合意解約について 

   日程第 ４ 報告第 ５ 号 農用地利用配分計画の認可について 

   日程第 ５ 議案第 ３ 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 ４ 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 ５ 号 農用地利用配分計画(案)に係る意見について 

   日程第 ８ その他 

① 農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想の見直しについて 

② 農業委員会の活動計画の進捗について 

③ 活動記録簿について 

④ 日吉津村農業未来会議について 

⑤ ３月 月例総会の開催について 

⑥ 農地貸借等に係る情報交換について 

          その他 

 

６．会議の概要 

局長     ただいまから令和 3年 2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。 

 

議長     今日は久しぶりにいい天気になり、風も穏やかです。これから気温も安定し、
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農業も忙しくなってきます。コロナはありますけど、引き続き注意しながら頑

張っていただきたいと思っております。 

       それでは 2月の総会をはじ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 8番・山

西委員さん 9番・長谷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 3、報告第 4号、利用権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 4号、利用権設定に係る合意解約について説明〕 

 

議長     報告第 4 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。 

 

 

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 4、報告第 5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 5号、農用地利用配分計画の認可について説明〕 

 

議長     報告第 5 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。 
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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 5、議案第 3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 3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 3 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。 

 

三鴨委員   資金計画を見ると、自己資金と公庫の借り入れになっているが、補助金は使

わないか。 

 

事務局    補助金の予定になっていますが、補助金額が確定したものでないので載せて

いません。 

 

山﨑委員   どれくらいの補助があるのか。 

 

事務局    県・村で 1,050万円です。 

 

三鴨委員   企業立地補助金は使わないのか。使えると思うので聞いてみた方が良い。 

 

山﨑委員   調べてみることが必要。 

 

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 6、議案第 4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 4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 4 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
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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 7、議案第 5号、農用地利用配分計画(案)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、農用地利用配分計画(案)について説明〕 

 

議長     議案第 5 号、農用地利用配分計画(案)につきまして、皆さんご意見・ご質問

はありませんか。 

 

議長     所有者名には亡くなられた方の名でなく。相続人の名を記入すること。 

 

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 8、その他①農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想の見直しにつ

いて事務局より説明をお願いいたします。 

 

〔事務局 その他①、農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想の見直しについて説明〕 

 

議長     その他①農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想の見直しにつきまして、

皆さんご意見・ご質問はありませんか。 

 

山﨑委員   資料 6、P4、10 年後は 7ha の減か。ちなみに耕地面積 123ha の内訳について

はどうか。 

 

事務局    R431沿いの大型開発・転用等を考慮して 7haの減といたしました。 

 

山﨑委員   畑が心配。今は村外者でもっているが、地元の人は葱を作る際、畑から田に変
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わっていった。畑では地力不足のため夏はできない。村外の大型農家もそのう

ち分かってくると思う。その際、畑が心配になってくる。 

       7haのうち畑はどれくらい減るのか。 

 

事務局    区画整理地内は畑なので減少となります。 

 

川口委員   目標の 1,800h・300 万円と各モデルの 1 人当りの時間・所得との整合性がと

れない。 

 

事務局    主たる従事者ということです。 

 

局長     ここの時間については、他産業並みの 1,800 時間を目標にということで設定

をしておりますが、実際にモデル類型として 300 万円の収益を挙げていただく

ための時間はこれを超えてしまうというような結果になったということです。 

 

川口委員   結果であればモデルにならない。 

 

山﨑委員   雇用労賃に 1人分を付けると下がってくる。 

 

事務局    主たる従事者の所得の説明等、確認させてください。 

 

議長     次に移ります。 

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

 

議長     その他②農業委員会の活動計画の進捗について事務局より説明をお願いいた

します。 

〔事務局 その他②、農業委員会の活動計画の進捗について説明〕 

 

議長     その他②農業委員会の活動計画の進捗につきまして、皆さんご意見・ご質問

はありませんか。 

 

山﨑委員   担い手として、Nさん・Sさんの集積面積は入れないのか。 

 

事務局    別の括りですので、ここでは入れることができません。 

 

議長     次に移ります。 

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

 

議長     その他③活動記録簿について事務局より説明をお願いいたします。 

 

〔事務局 その他③、活動記録簿ついて説明〕 

 

議長     その他③活動記録簿につきまして、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     次に移ります。 

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

 

議長     その他④3月 月例総会の開催日について 

       事務局案では 3月 10日(水)、トレーニングセンター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、3月 10日（水）午後 1時 30分、トレーニングセンターでお願いし

ます。 

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

 

議長     その他⑤農地貸借等に係る情報交換について事務局より説明をお願いいたし

ます。 

 

〔事務局 その他⑤、農地貸借等に係る情報交換ついて説明〕 

 

議長     その他⑤農地貸借等に係る情報交換につきまして、皆さんご意見・ご質問は

ありませんか。 

 

議長     購入希望の話があったが、購入資格者なのか。 

 

事務局    そこは確認いたします。 

 

山﨑委員   環状線の荒廃地はどうなったか。 

 

事務局    H会社さんから相談があります。おって転用申請が提出されます。 

 

議長     その他について 

 

川口委員   利用権設定後の通知はいくのか。 

 

事務局    出します。 

 

議長     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 

 

 

 

 


