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日吉津村農業委員会５月 月例総会議事録 
 

１．開 催 日 時  令和元年５月１０日（金）午後１時３０分から午後３時３４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 

           事 務 局 齋古 直樹 

役場建設産業課          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１０号 農用地利用配分計画の認可について 

   日程第 ４ 報告第１１号 利用権設定等に係る合意解約について 

   日程第 ５ 報告第１２号 農地の形状変更に係る届出について 

   日程第 ６ 議案第２３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 ７ 議案第２４号 日吉津村農用地利用集積計画について 

   日程第 ８ 議案第２５号 平成３０年度の目標及びその達成に向けた活動計画の点 

検・評価並びに令和元年度の目標及びその達成に向けた 

活動計画の策定について 

   日程第 ９ その他 

          ① 営農型発電設備の下部の農地における農作物の状況に係る日吉津村 

農業委員会の所見について 

          ② ６月 月例総会の開催日について 

 

６．会議の概要 

中田村長   挨拶 

 

局長     ただいまから令和元年5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     新村長の歓迎会を考えていましたが、日程の都合上、日を改めます。 

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 5番・安

達委員さん 6番・立脇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 10 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 10号、農用地利用配分計画の認可について説明〕 

 

議長     報告第 10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   終期に意図はあるのか。 

 

事務局    中間管理案件であるためです。 

 

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。 

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

 

議長     日程第 4、報告第 11 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 11号、利用権設定等に係る合意解約について説明〕 
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議長     報告第 11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。 

 

〔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 12 号、農地の形状変更に係る届出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 12号、農地の形状変更に係る届出について説明〕 

 

議長     報告第 12号、農地の形状変更に係る届出につきまして、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 6、議案第 23 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 23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 23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、ご意

見・ご質問はありませんか。 

 

議長     改良区の回答は、条件を付しての仮承認となっております。 

 

山﨑委員   排水が流れるのか。 

 

立脇委員   村内に工場がいくつかあるが、それらの許可条件に合わせてはどうか。 

 

山﨑委員   シンナー等の臭気は大丈夫か。 

 

三鴨委員   賃貸契約書の写しの添付は？ 

 

安達委員   シンナーの臭気は周辺で問題となる。 

 

議長     排水基準を守る。床板を数枚、グレーチングに交換。周辺住宅の了解。水路の

清掃。賃貸契約書の写しを添付。等の条件を付し、今回は保留ということでどう

でしょうか。 

 

〔良いという声あり〕 
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議長     今回は保留といたします。次に移ります。 

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

 

議長     日程第 7、議案第 24 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 24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 24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。 

       2～5 について、質問等ありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

上野代理   1について質問等ありませんか。 

 

〔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、議案第 25号、平成 30年度の目標及びその達成に向けた活動計画の

点検・評価並びに令和元年度の目標及びその達成に向けた活動計画の策定につ

いて事務局より説明をお願いいたします。 

 

 〔事務局 議案第 25 号、平成 30年度の目標及びその達成に向けた活動計画の点検・評価

並びに令和元年度の目標及びその達成に向けた活動計画の策定について説明〕 

 

議長     議案第 25 号、平成 30 年度の目標及びその達成に向けた活動計画の点検・評

価並びに令和元年度の目標及びその達成に向けた活動計画の策定につきまして、

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     無いようでしたら採決に入ります。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 9 その他①営農型発電設備の下部の農地における農作物の状況に係る

日吉津村農業委員会の所見について 

 

〔事務局 その他①、営農型発電設備の下部の農地における農作物の状況に係る日吉津村農

業委員会の所見について説明〕 

 

議長     日程第 10その他①について、何かありませんか。 

 

議長     日程第 9その他②6月 月例総会の開催日について 

       事務局案では 6 月 10 日(月)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 6月 10日(月)13:30でよろしくお願いします。 

 

議長     日程第 10その他③機構管理地について 

 

〔事務局：機構管理地について説明〕 

 

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 34分 

 

 

 

 


