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第２４回 白鷹町農業委員会総会 

 

日時 平成 28年 5月 25日(木)午後 3時 

場所 白鷹町役場 2階会議室 

 

 

出席委員 

1. 山川 孝治    2. 丸川まき子    3. 大木 光明 

4. 戸借 房子    5. 後藤 伸一    6. 梅津 喜一 

7. 紺野 清一    8. 五十嵐清美    9. 長谷川新悦 

10. 村上 浩康    11. 船山 博夫     12. 川部 忠弥 

13. 小林 周一      14. 沼澤 久章     15. 樋口 一彦 

16. 中川  剛     17. 樋口 太一 

 

欠席委員 

8. 五十嵐清美 

 

 

出席職員 

事務局長   菅間 直浩 

事務局長補佐 大木 健一 

農地調整係長 大滝 敏広 

主任 竹田雅紀子 

 

付議事件 

 

  第１ 議事録署名委員の指名について 

  第２ 会期の決定について 

第３ 報告第３０号 農地の賃貸借契約の解約について 

第４ 議案第９５号 農地法第３条の規定による許可について 

第５ 議案第９６号 農地法第４条の規定による許可について 

第６ 議案第９７号 農地法第５条の規定による許可について 

第７ 議案第９８号 平成２７年度の目標及びその達成に向けた活動の点 

検・評価について 

第８ 議案第９９号 平成２８年度の目標及びその達成に向けた活動計画 

について 

第 9   
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○開会 

議長（樋口太一）大変ご参集ご苦労様でございます。 

これより第２４回白鷹町農業委員会総会を開会いたします。 

本日の出席委員は、１６名であります。８番 五十嵐清美委員より欠席の通

告があります。定足数に達しておりますので、ただちに本日の会議を開きます。

事務局長より議事日程の説明を求めます。 

事務局長（菅間直浩）議長。 

議長（樋口太一）はい、菅間事務局長。 

事務局長（菅間直浩）はい。【議事日程朗読】 

議長（樋口太一）議事日程の説明が終わりました。議事に入ります。 

日程第１ 議事録署名委員の指名を行ないます。 

本件については、白鷹町農業委員会会議規則第２２条第２項の規定により 

 １番 山川孝治委員 １６番 中川剛委員の両名を指名いたします。 

日程第２ 会期の決定について を議題といたします。お諮りいたします。 

本総会の会期については、本日１日といたしたいと思いますが、ご異議あり

ませんか。 

≪異議なしの声 あり≫ 

議長（樋口太一）ご異議なしと認めます。よって会期は、本日１日限りといた

します。 

日程第３ 報告第３０号 農地の賃貸借契約の解約について を議題といた 

します。会長に代わり、事務局より報告を求めます。 

事務局（大滝敏広）議長。 

議長（樋口太一）はい、大滝係長。 

事務局（大滝敏広）【報告説明】 

議長（樋口太一）報告が終わりました。ご意見等ございませんか。 

それではお諮りいたします。本件は報告事項でありますので、報告のとおり

了承することにご異議ありませんか。 

≪異議なしの声 あり≫ 

議長（樋口太一）ご異議なしと認めます。よって、本件については、報告のと

おり了承することに決しました。 

日程第４ 議案第９５号 農地法第３条の規定による許可について を議題

といたします。会長に代わり、事務局より説明を求めます。 

事務局（大滝敏広）はい、議長。 

議長（樋口太一）はい、大滝係長。 

事務局（大滝敏広）【説明】 

議長（樋口太一）説明が終わりました。次に１番案件について、担当委員より

調査報告を求めます。７番 紺野清一委員よりお願いいたします。 

担当委員(紺野清一) 【調査報告】 

議長（樋口太一）報告が終りました。質疑・討論を行います。 

質疑・討論を打ち切り採決いたします。 

１番案件について採決いたしたいと思いますがご異議ありませんか。 
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≪異議なしの声 あり≫ 

議長（樋口太一）ご異議なしと認めます。ご異議がありませんので採決いたし

ます。１番案件について、許可することに賛成の委員の挙手を求めます。 

≪挙手全員≫ 

議長（樋口太一）挙手全員、よって一番案件については、許可することに決し

ました。 

日程第５ 議案第９６号 農地法第４条の規定による許可について を議題

といたします。会長に代わり、事務局より提案理由の説明を求めます。 

事務局（大滝敏広）はい、議長。 

議長（樋口太一）はい、大滝係長。 

事務局（大滝敏広）はい。【説明】 

議長（樋口太一）説明が終りました。次に担当委員より調査報告を求めます。 

１番案件について、１５番 樋口一彦委員よりお願いします。 

担当委員(樋口一彦) 【調査報告】 

議長（樋口太一）報告が終りました。質疑・討論を行ないます。 

質疑・討論を打ち切り、採決いたしたいと思いますがご異議ありませんか。 

≪異議なしの声 あり≫ 

議長（樋口太一）ご異議がありませんので採決いたします。１番案件につい 

て、許可相当と意見決定することに賛成の委員の挙手を求めます。 

≪挙手全員≫ 

議長（樋口太一）挙手全員、よって１番案件は許可相当をもって県に進達する

ことに決しました。 

日程第６ 議案第９７号 農地法第５条の規定による許可について を議題

といたします。会長に代わり、事務局より提案理由の説明を求めます。 

事務局（大滝敏広）はい、議長。 

議長（樋口太一）はい、大滝係長。 

事務局（大滝敏広）はい。【説明】 

議長（樋口太一）説明が終りました。次に担当委員より調査報告を求めます。 

１番案件について６番 梅津喜一委員よりお願いいたします。 

担当委員(梅津喜一) 【調査報告】 

議長（樋口太一）報告が終りました。質疑・討論を行ないます。 

質疑・討論を打ち切り、採決いたしたいと思いますがご異議ありませんか。 

≪異議なしの声 あり≫ 

議長（樋口太一）ご異議がありませんので採決いたします。１番案件について、

許可相当と意見決定することに賛成の委員の挙手を求めます。 

≪挙手全員≫ 

議長（樋口太一）挙手全員、よって１番案件は、許可相当をもって県に進達す

ることに決しました。 

日程第７ 議案第９８号 平成２７年度の目標及びその達成に向けた活動の

点検・評価について を議題といたします。会長に代わり、事務局より提案理

由の説明を求めます。 
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事務局（大滝敏広）はい、議長。 

議長（樋口太一）はい、大滝係長。 

事務局（大滝敏広）はい。【説明】 

議長（樋口太一）説明が終わりました。質疑・討論を行います。 

質疑・討論を打ち切り、採決いたします。本件について、提案のとおり決する

に賛成の委員の挙手を求めます。 

≪挙手全員≫ 

議長（樋口太一）挙手全員、よって本件は、提案のとおり決定いたしました。 

日程第８ 議案第９９号 平成２８年度の目標及びその達成に向けた活動計

画についてを議題といたします。会長に代わり、事務局より提案理由の説明を

求めます。 

事務局（大滝敏広）はい、議長。 

議長（樋口太一）はい、大滝係長。 

事務局（大滝敏広）はい。【説明】 

議長（樋口太一）説明が終わりました。質疑・討論を行います。 

質疑・討論を打ち切り、採決いたします。本件について、提案のとおり決す

るに賛成の委員の挙手を求めます。 

≪挙手全員≫ 

議長（樋口太一）挙手全員、よって、本件は提案のとおり決定いたしました。 

以上で、本総会に付議された案件は全部終了いたしました。 

これをもって、第２４回白鷹町農業委員会総会を閉会いたします。 

 大変ご苦労様でございました。 
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白鷹町農業委員会会議規則第２２条第２項により、 

第２４回白鷹町農業委員会総会の議事録に署名いたします。 

 

 

平成２８年５月２５日 

 

       白鷹町農業委員会議長                    

 

議事録署名委員                    

 

議事録署名委員                    
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---議案書の差し替え--- 

事務局（大木健一）差し替えした資料につきまして、状況の中身を説明させて

いただきます。まず（２）の目標及び実績の部分につきまして、70ha の目標、

54 haの実績、達成状況 77.1％であります。数字につきましては農業振興係で

毎年担い手の農地集積の状況調査がございまして、その数字を使っているとい

うことでございます。数字についてはこのとおりでございます。文言について

の部分がよろしくなかったということになりますけれども、まず、資料作成に

あたって、前年のデータをもとに今年度分を直していったということですけれ

ども、文言部分について見直しをかけなかったというのが一番大きな点でござ

います。文言といたしましては、農地中間管理事業、農業生産法人化の取り組

み、までは同じですけれども、取り組みはあったけれども設定した目標には届

かなかったという表現に修正をさせていただきたいと思います。（４）評価の

案、さらに（６）の評価の決定という部分でございます。さらに背景として申

し上げますと、まず平成 26年度の目標につきましては、昨年度の分になりま

すけれども、目標に掲げた数字が 20haでございました。それに対して実績が

61haあったということで、達成状況からしますと 300％を超え、305％の実績

でございます。それに基づいて 27年度の目標を 70haということで、26年度

の実績を上回る目標を掲げたことが、一つの大きな原因ですが、目標が過大だ

ったのかなという部分もあろうかと思います。過大な目標に対して実績が 54

ということで、達成状況は残念ながら 77.1％ということになったということ

であります。このようなことで、修正をかけさせていただいて、再度ご決定を

いただきますようにお願いいたします。以降このようなことがないように、再

度チェックをしながら対応してまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお

願いをいたします。 

議長（樋口太一）説明が終わりました。質疑・討論を行います。 

中川剛委員 数字の設定について質問いたします。なんで農業振興係の数字を

使わなければならないのか。なんで農業委員会の数字を使わないのか。 

事務局（大木健一）数字は農業委員会からいただいた数字を使っております。

調査の機関が農業振興係でやっていたものですから、活用したということでご

理解をいただきたいと思います。 

中川剛委員 それは説明の時点で、農業委員会の数字を使っているということ

でよいだろう。 

事務局（大木健一）はい。そのとおりでございます。 

中川剛委員 それならよい。農業委員会というのは担い手に集積するためにい

ろんなことをしているわけだから、余計な、きちっと農業委員会の数字を使っ

て、そういう数字が出ていますで問題ないわけですから、そうしてください。 

議長（樋口太一）そのほかよろしいですか。では説明の中で、再度議案第 98

号についてだけ、決定を行いたいと思いますので、そのようなやり方でよろし

いですか。 
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日程第７ 議案第 98号 平成 27年度の目標及びその達成に向けた活動の点

検・評価について を議題といたします。会長に代わり、事務局より提案理由

の説明を求めます。 

事務局（大滝敏広）はい、議長。 

議長（樋口太一）はい、大滝係長。 

事務局（大滝敏広）はい。【説明】 

議長（樋口太一）説明が終わりました。質疑・討論を行います。 

質疑・討論を打ち切り、採決いたします。 

本件について、提案のとおり決するに賛成の委員の挙手を求めます。 

≪挙手全員≫ 

議長（樋口太一）挙手全員、よって本件は、提案のとおり決定いたしました。 

以上、議案第９８号について終わります。 

私のほうからも、きちんとチェックをしていただくようお願いします。 

 

 

 

 

 

 


