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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３年１月１２日（火)午後１時３０分から午後３時４２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 １ 号 利用権設定に係る合意解約について 

   日程第 ４ 報告第 ２ 号 農用地利用配分計画の認可について 

   日程第 ５ 報告第 ３ 号 公共工事の施行に伴う付帯設備設置に係る農地転用報告 

書について 

   日程第 ６ 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 ７ 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 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ついて 

② 日吉津村農業未来会議について 

③ 活動記録簿について 

④ ２月 月例総会の開催について 

⑤ 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 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 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     今年初めての総会ということで、新年あけましておめでとうございます。今
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年もよろしくお願いします。年末年始にかけて何年ぶりかの大雪でした。農作

物の被害はあまりないですが、雪が降ったことによってねぎの葉が折れたりし

ています。作物によっては違いがあるというふうに感じております。あとは 2

月の旧正月あたりにこれくらいの雪が降るのではないかと思っております。そ

れが最後で、3 月･4 月と農作業が忙しくなってきますので、コロナには十分注

意をいていただいて健康管理に努めていただけたらと思います。 

       それでは 1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 6 番・

林原委員さん７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 3、報告第 1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 1号、利用権設定に係る合意解約について説明〕 

 

議長     報告第 1 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。 

 

川原委員   海川自治会のゴミ捨場に一部がかかっているがいいか。 

 

局長     正式には貸借が発生しますが、本人と自治会との話し合いだと思います。調

べてみます。 

 

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。 

 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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議長     日程 4、報告第 2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 2号、農用地利用配分計画の認可について説明〕 

 

議長     報告第 2 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。 

 

山﨑委員   德原さんは法人化されると聞いているが、認可は個人で認可されている。 

 

事務局    R3.1.4 付けで法人化されました。この案件は R2.12.22 認可で始期は R3.1.1

です。 

 

川口委員   前回、移行方法を確認すると言っていたが、確認はしたのか。 

 

上野委員   会社の貸借と個人の貸借があってもいいのではないか。 

 

山﨑委員   確定申告の際、面倒ではないか。 

 

山﨑委員   経費等を法人と個人に分けないといけない。法人への移行を早くしてあげて

ほしい。 

 

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、報告第 3号、公共工事の施行に伴う付帯施設設置に係る農地転用報告

書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 3号、公共工事の施行に伴う付 

帯施設設置に係る農地転用報告書について説明〕 

 

議長     報告第 3 号、公共工事の施行に伴う付帯施設設置に係る農地転用報告書につ

きまして、皆さんご意見・ご質問はありませんか。 

 

議長     法面も転用部分に入っているのか。 

 

事務局    農地だけの面積です。報告書の面積は 34.675㎡です。 

 

議長     他にありませんか。 

〔発言する者なし〕 

 

議長     次に移ります。 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     日程 6、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。 

 

上野委員   5～10番は新規ではないか。 

 

事務局    機構が中間保有していたため、更新という扱いにしています。 

 

川原委員   5～12番の借人は何歳か。 

 

事務局    70歳です。 

 

川原委員   15年の期間の貸借だが、現実的に大丈夫か。 

 

事務局    機械も揃えていらっしゃいますし、意欲があります。 

 

川口委員   1番･2番の土地は誰か耕作されているか。 

 

事務局    後に配分計画ででてきますが、更新ということでございます。 

 

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。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 2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 2号、農用地利用配分計画(案)について説明〕 

 

議長     議案第 2 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。 

 

山﨑委員   2番の農地の更新前期間は何年か。 
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事務局    3年です。 

 

山﨑委員   図面でも分かるが、ビニールハウスの残骸があり効率が悪い。借人から何も

ないか。 

 

事務局    特に何もありません。 

 

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。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 6-3、面積の出し方(10a=1)という表示は分かりにくい。分かりやすい表

示にした方がいい。 

       資料 6-2、目指すべき農業構造の展望で 10 年後の総農家戸数と耕地面積も分

かりにくい。日吉津村民と米子市を含めた耕地では比較しにくい。 

 

川口委員   資料 6-3、数字の算出根拠がない。 

       個別経営体 1では雇用労賃は発生しないと思う。原価償却費がおかしい。 

       水稲で副産物収入を計上しているが、水稲の副産物とは何か。 

       賃料料金は何があるのか。 

       こういったものの根拠が明記されていないので分からない。 

 

議長     年度末までということだが、3 月に未来会議も開催される。そことの付け合わ

せも必要。 

 

議長     次に移ります。 

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

議長     その他②日吉津村農業未来会議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、日吉津村農業未来会議について説明〕 
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議長     皆さんに資料を配付してありますので、目通しをお願いします。 

 

議長     その他②日吉津村農業未来会議につきまして、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     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〕 

 

議長     次に移ります。 

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

 

議長     その他④2月 月例総会の開催日について 

       事務局案では 2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、2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⑥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。 

 

川口委員   〔情報確認〕 

 

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 42分 


