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第２１期  

第６回白鷹町農業委員会総会 会議録 

 

日時 平成２９年１１月２７日(月) 午後３時１５分開議 

場所 白鷹町役場２階会議室 

 

 

出席委員 

１．丸川 正博    ２．小林 孝次    ３．梅津  彰 

４．福田 京子    ５．齋藤永治郎    ６．大木 光明 

７．五十嵐清美    ８．紺野 清一    ９．沼澤 久章 

10．中川  剛    11．樋口 太一        

 

 

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 

  第２  会期の決定について 

第３  報告第  ５号 農用地の利用関係の調整の報告について 

第４  議案第 １９号 農地法第３条の規定による許可について 

第５  議案第 ２０号 農地法第５条の規定による許可について 

第６  議案第 ２１号 農用地利用集積計画の決定について 

第７  議案第 ２２号 農用地利用集積計画作成の要請について 

第８  議案第 ２３号 地籍調査における登記簿上の地目が 

農地である土地の地目変更について 

  第９  議案第 ２４号 白鷹農業振興地域整備計画の変更について 

 

 



2 

 

議長（樋口太一）ご参集大変ご苦労様でございます。 

これより第６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、１１名であります。全員出席でございますので、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。説明いたします。【議事日程説明】 

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 

４番 福田京子委員、５番 齋藤永治郎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、本日一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、本日一日限りといた

します。 

 日程第３ 報告第５号 農用地の利用関係の調整の報告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。ここで、調整委員の８番紺野清一委員

より調整の報告をお願いします。 

調整委員（紺野清一）はい。【調整報告】 

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１９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）はい。【説明】 

議長（樋口太一）説明が終わりました。次に担当委員より調査報告を求めます。 

１番及び２番案件について、６番大木光明委員よりお願いいたします。 

担当委員（大木光明）はい。【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。 
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議長（樋口太一）質疑・討論を打ち切り採決いたします。一括して採決いたし

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番及び２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１番及び２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２０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）説明が終わりました。次に担当委員より調査報告を求めます。 

最初に１番案件について、１０番中川剛委員よりお願いいたします。 

担当委員（中川剛）はい。【調査報告】 

議長（樋口太一）続いて２番案件について、５番齋藤永治郎委員よりお願いい

たします。 

担当委員（齋藤永治郎）はい。【調査報告】 

議長（樋口太一）続いて３番及び４番案件について、４番福田京子委員よりお

願いいたします。 

担当委員（福田京子）はい。【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番から４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番から４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２１号 農用地利用集積計画の決定についてを議題といた

します。なお、議事参与の関係で２回に分けて審議いたします。 

はじめに議事参与の制限に該当する議案第２１号の２番及び３番について審

議を行います。 

ここで、白鷹町農業委員会会議規則第１９条の規定に基づき、８番紺野清一

委員の退室を求めます。 

（紺野委員退室） 

議長（樋口太一）それでは、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。 
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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。２番及び３番について、計画のとお

り決定する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、２番及び３番について、計

画のとおり決定しました。ここで、８番紺野清一委員の入室を求めます。 

（紺野委員入室） 

議長（樋口太一）引き続き、議案第２１号の１番案件について審議を行います。 

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）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。１番案件について、計画のとおり決

定する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、１番案件については、計画

のとおり決定いたしました。以上、提案のとおり、第６回白鷹町農用地利用集

積計画を決定いたしました。 

日程第７ 議案第２２号 農用地利用集積計画作成の要請についてを議題と

いたします。なお、議事参与の関係で２回に分けて審議いたします。 

はじめに、議事参与の制限に該当する案件について審議を行います。 

 ここで、白鷹町農業委員会会議規則第１９条の規定に基づき、２番小林孝次 

委員の退室を求めます。 

（小林委員退室） 

議長（樋口太一）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、提案のとおり農用地

利用集積計画の作成を要請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、よって本件は、提案のとおり決定いたしました。 

ここで、２番 小林孝次委員の入室を求めます。 

（小林委員入室） 

議長（樋口太一）次の案件について審議いたします。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。 
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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、提案のとおり農用地

利用集積計画の作成を要請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、よって本件は、提案のとおり決定いたしました。 

以上、提案のとおり、白鷹町農用地利用集積計画の作成を要請することに決

定いたしました。 

日程第８ 議案第２３号 地積調査における登記簿上の地目が農地である土

地の地目変更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。ここで沼澤農地部会長より現地調査の

報告をお願いいたします。 

農地部会長（沼澤久章）はい。【調査報告】 

議長（樋口太一）報告が終わりました。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、提案のとおり同意す

るに異議なし、と意見決定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同意することに意見

決定いたしました。 

日程第９ 議案第２４号 白鷹農業振興地域整備計画の変更についてを議題

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。 

中川剛委員 はい。 

議長（樋口太一）はい、中川委員。 

中川剛委員 ひとつだけお伺いします。計画書の２３ページ、森林の整備その

他林業の振興との関連という項目がございます。当山口地区においても、先日

来、境界確定事業、補助事業等が入って、それに伴う間伐事業ということで非

常に林業との関連が大事で、周辺隣地の整備ということでさせていただいてま

すが、問題となるのは林道の整備でございます。その事業に伴って、林道も整

備していただいているわけですが、ご存じのとおり、数年前の集中豪雨が降る

と林道から土砂が流出して農地と水路が、隣の集落が非常に大きな被害が出た

という前例がございますので、そういう森林整備の際にも気を遣っていただき

たい。なおかつ、今後蚕桑地区では 50数年前からはじまってます公団造林に
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よる杉の木が植栽されたわけですが、それが 50年も越すと伐採時期になって

いる、ここが急傾斜地になっているとこが、その下流が先ほど申し上げました

ような大雨の被害が非常に出やすい場所につながっているということもありま

すので、そこはトータルで下流の農地、水路、そういう施設に災害が出ないよ

うなかたちの中で林業の振興も考えていただきたいという要望でございます。 

議長（樋口太一）要望というようなことで、何かありますか。要望というよう

なことで、聞いててもらってよろしいですか。 

事務局（大木健一）はい、議長。 

議長（樋口太一）はい、大木補佐。 

事務局（大木健一）はい。こちらの２３ページの方にも記載してございますけ

れども白鷹町森林整備計画という計画を立てながら、林地の整備にあたってい

ることにしております。そちらのほうとも連携を取りながら、ただ今お話しあ

りましたようなことも充分踏まえながら対応してまいりたいと思いますのでよ

ろしくお願いしたいと思います。 

議長（樋口太一）要望というようなことで、よろしくお願いします。その他ご

ざいますか。 

質疑・討論を打ち切り、採決いたします。本件について、提案のとおり変更

するに異議なし、と意見決定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、よって本件については、変更するに異議なし、 

と意見決定いたしました。 

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６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６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２９年１１月２７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                    
 

 

 

 


