開 成 町 農 業 委 員 会 総 会 議 事 概 要
開催日時

平成 30 年４月 25 日（水）午後１時 35 分～

開催場所

開成町民センター２階 中会議室Ａ
会長
⑬府川 健治
委員
①松下 彰、②遠藤 敏子、③井上 耕嗣、⑤加藤 誠一、
⑥小野 博文、⑦片岡 待子、⑧宇田 のり子、⑨田代 操、
⑩小林 壽義、⑪米山 廣
※丸数字は議席番号
事務局長 遠藤 孝一、書記 遠藤 徹

出席委員
（11 人）

事務局職員
議事日程

第１
第２
第３
第４

議事録署名委員の指名
会議書記の指名
報告第１号 農地法第４条及び第５条の規定による届出の専決処分について
その他
開成町米栽培体験学習塾（田植え）について

総会の成立

12 人出席のため成立（冒頭で議長が確認）

（内容）
第１ 議事録署名委員の指名

議長より指名で全員了解

③井上 耕嗣、⑤加藤 誠一
第２ 会議書記の指名
第３ 報告第１号

第４ その他

議長よりの指名で、事務局書記 遠藤 徹
賛成全員・・・原案どおり追認、ただし番号法案 55-５及び２５については、申請地の個々の筆の間にある土地が雑種地である
ことを前提の上追認
〇内訳（第４条届出：２件 第５条届出：３件）
※特筆すべき質疑：
（問）申請地の個々の筆の間にある土地は、
何か。また官地か。
（答）民地で雑種地と思うが、後で確認する。
・開成町米栽培体験学習塾（田植え）について

各協議会について

・開成町総合計画審議会について

会 長
３番
５番

1

開 成 町 農 業 委 員 会 総 会 議 事 概 要
開催日時

平成 30 年５月 25 日（金）午後１時 30 分～

開催場所

開成町民センター２階 中会議室Ｂ
会長
⑬府川 健治、会長職務代理 ⑫遠藤 幸雄
委員
①松下 彰、②遠藤 敏子、③井上 耕嗣、⑤加藤 誠一、
⑥小野 博文、⑦片岡 待子、⑧宇田 のり子、
⑩小林 壽義、⑪米山 廣
※丸数字は議席番号
事務局長 遠藤 孝一、書記 遠藤 徹

出席委員
（11 人）

事務局職員
議事日程

第１ 議事録署名委員の指名
第２ 会議書記の指名
第３ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について
議案第２号 農業経営基盤強化促進法の規定による利用権設定について
第４ 報告第１号 農地法第４条及び第５条の規定による届出の専決処分について
第５ その他

総会の成立

11 人出席のため成立（冒頭で議長が確認）

（内容）
第１ 議事録署名委員の指名

議長より指名で全員了解

第５ その他

⑥小野 博文、⑦片岡 待子
議長よりの指名で、事務局書記 遠藤 徹
番号法案９・３
賛成全員・・・原案どおり可決
※特筆すべき質疑：なし
番号法案 11・３
全員反対・・・否決
（譲受人が農地の取得後において耕作の事業に供すべき農地の
合計の面積が、30 アールに達していない。
）
※特筆すべき質疑：なし
賛成全員・・・原案どおり可決
〇内訳（新規：１件１筆）
※特筆すべき質疑：なし
賛成全員・・・原案どおり追認
〇内訳（第４条届出：３件 第５条届出：４件）
※特筆すべき質疑：なし
なし

各協議会について

・開成町総合計画審議会について

第２ 会議書記の指名
第３ 議案第１号

議案第２号

第４ 報告第１号

会 長
６番
７番

1

開 成 町 農 業 委 員 会 総 会 議 事 概 要
開催日時

平成 30 年６月 25 日（月）午後１時 30 分～

開催場所

開成町民センター２階 中会議室Ｂ
会長
⑬府川 健治、会長職務代理 ⑫遠藤 幸雄
委員
①松下 彰、②遠藤 敏子、③井上 耕嗣、⑤加藤 誠一、
⑥小野 博文、⑦片岡 待子、⑧宇田 のり子、⑨田代 操
⑩小林 壽義、⑪米山 廣
※丸数字は議席番号
事務局長 遠藤 孝一、書記 遠藤 徹

出席委員
（11 人）

事務局職員
議事日程

第１
第２
第３
第４
第５

議事録署名委員の指名
会議書記の指名
議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について
報告第１号 農地法第４条及び第５条の規定による届出の専決処分について
（１）農地パトロール対象地の対応について
（２）あじさい剪定ボランティアについて

総会の成立

12 人出席のため成立（冒頭で議長が確認）

（内容）
第１ 議事録署名委員の指名
第２ 会議書記の指名
第３ 議案第１号
第４ 報告第１号

第５ その他
各協議会について

議長より指名で全員了解

⑧宇田 のり子、⑨田代 操
議長よりの指名で、事務局書記 遠藤 徹
番号法案 15・３
賛成全員・・・原案どおり可決
※特筆すべき質疑：なし
賛成全員・・・原案どおり追認
〇内訳（第４条届出：１件 第５条届出：２件）
※特筆すべき質疑：なし
・農地パトロール対象地の対応について
・あじさい剪定ボランティアについて
なし

会 長
８番
９番

1

開 成 町 農 業 委 員 会 総 会 議 事 概 要
開催日時

平成 30 年７月 25 日（水）午後１時 30 分～

開催場所

事務局職員

開成町民センター２階 中会議室Ｂ
会長
⑬府川 健治、会長職務代理 ⑫遠藤 幸雄
委員
①松下 彰、②遠藤 敏子、③井上 耕嗣、⑤加藤 誠一、
⑥小野 博文、⑦片岡 待子、⑧宇田 のり子、⑨田代 操
⑩小林 壽義、⑪米山 廣
※丸数字は議席番号
事務局長 遠藤 孝一、書記 遠藤 徹

その他出席者

開成町産業振興課 瀬戸 弘夢

議事日程

第１ 議事録署名委員の指名
第２ 会議書記の指名
第３ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について
議案第２号 別断面積（下限面積）について
第４ 報告第１号 農地法第４条及び第５条の規定による届出の専決処分について
第５ （１）農地パトロールについて
（２）開成農業振興地域整備計画の軽微変更について

総会の成立

12 人出席のため成立（冒頭で議長が確認）

出席委員
（12 人）

（内容）
第１ 議事録署名委員の指名
第２ 会議書記の指名
第３ 議案第１号
議案第２号
第４ 報告第１号

第５ その他
各協議会について

議長より指名で全員了解

⑩小林 壽義、⑪米山 廣
議長よりの指名で、事務局書記 遠藤 徹
番号法案 19・３
賛成全員・・・原案どおり可決
※特筆すべき質疑：なし
賛成全員・・・原案どおり可決
※特筆すべき質疑：なし
賛成全員・・・原案どおり追認
〇内訳（第４条届出：２件 第５条届出：１件）
※特筆すべき質疑：なし
・農地パトロール対象地の対応について
・開成農業振興地域整備計画の軽微変更について
なし

会 長
10 番
11 番

1

開 成 町 農 業 委 員 会 総 会 議 事 概 要
開催日時

平成 30 年８月 23 日（木）午後４時 15 分～

開催場所

事務局職員

開成町民センター２階 中会議室Ｂ
会長
⑬府川 健治、会長職務代理 ⑫遠藤 幸雄
委員
②遠藤 敏子、③井上 耕嗣、⑤加藤 誠一、
⑥小野 博文、⑦片岡 待子、⑧宇田 のり子、⑨田代 操
⑩小林 壽義、⑪米山 廣
※丸数字は議席番号
事務局長 遠藤 孝一、書記 遠藤 徹

その他出席者

開成町産業振興課 栢沼 勇人

議事日程

第１
第２
第３
第４
第５

総会の成立

11 人出席のため成立（冒頭で議長が確認）

出席委員
（11 人）

議事録署名委員の指名
会議書記の指名
議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について
報告第１号 農地法第４条及び第５条の規定による届出の専決処分について
（１）農地パトロールについて
（２）米栽培体験学習塾（稲刈り）について
（３）農業委員・農地利用最適化推進委員等視察研修会について

（内容）
第１ 議事録署名委員の指名
第２ 会議書記の指名
第３ 議案第１号
第４ 報告第１号

第５ その他

各協議会について

議長より指名で全員了解

⑫遠藤 幸雄、②遠藤 敏子
議長よりの指名で、事務局書記 遠藤 徹
番号法案 21・３
賛成全員・・・原案どおり可決
※特筆すべき質疑：なし
賛成全員・・・原案どおり追認
〇内訳（第５条届出：２件）
※特筆すべき質疑：届出２件のうち１件は、先月の総会にて追認
された農地と同所であるが、届出書類が適法であれば受理せざる
を得ないものとして受理した。
・農地パトロールについて
本日視察した農地のうち、ヒエが大量発生して管理が行き届
いていない水田については、所有者から事情を聴く。また所有
者等とされるものが死亡していている場合、登記簿や戸籍謄本
を収集し、その相続人について調査していく。
・米栽培体験学習塾（稲刈り）について
・農業委員・農地利用最適化推進委員等視察研修会について
なし

会 長
12 番
２番

1

開 成 町 農 業 委 員 会 総 会 議 事 概 要
開催日時

平成 30 年９月 25 日（火）午後１時 30 分～

開催場所

開成町民センター２階 中会議室Ｂ
会長
⑬府川 健治、会長職務代理 ⑫遠藤 幸雄
委員
①松下 彰、②遠藤 敏子、⑤加藤 誠一、
⑥小野 博文、⑦片岡 待子、⑧宇田 のり子、⑨田代 操
⑩小林 壽義、⑪米山 廣
※丸数字は議席番号
事務局長 遠藤 孝一、書記 遠藤 徹

出席委員
（11 人）

事務局職員
議事日程

総会の成立

第１
第２
第３
第４

議事録署名委員の指名
会議書記の指名
報告第１号 農地法第４条の規定による届出の専決処分について
その他
（１）米栽培体験学習塾（稲刈り）について
（２）農業委員・農地利用最適化推進委員等視察研修会について
（３）平成 30 年度神奈川県農業委員会大会について
（４）次期農業委員の改選について
11 人出席のため成立（冒頭で議長が確認）

（内容）
第１ 議事録署名委員の指名
第２ 会議書記の指名
第３ 報告第１号

第４ その他

各協議会について

議長より指名で全員了解

①松下 彰、⑤加藤 誠一
議長よりの指名で、事務局書記 遠藤 徹
賛成全員・・・原案どおり追認
〇内訳（第４条届出：１件）
※特筆すべき質疑：当該土地への接道の拡張について質疑があっ
た。
・米栽培体験学習塾（稲刈り）について
・農業委員・農地利用最適化推進委員等視察研修会について
・平成 30 年度神奈川県農業委員会大会について
・次期農業委員の改選について
・農地パトロールについて
先月視察した農地のうち、ヒエが大量発生して管理が行き届
いていない水田について、農業委員及び事務局が所有者から事
情を聴いたところ、来年はヒエが発生しないように対処すると
のことであったことを報告した。
なし

会 長
１番
５番

1

開 成 町 農 業 委 員 会 総 会 議 事 概 要
開催日時

平成 30 年 10 月 24 日（水）午後２時 30 分～

開催場所

開成町民センター２階 中会議室Ｂ
会長
⑬府川 健治、会長職務代理 ⑫遠藤 幸雄
委員
①松下 彰、②遠藤 敏子、③井上 耕嗣、⑤加藤 誠一、
⑥小野 博文、⑦片岡 待子、⑧宇田 のり子、⑨田代 操
⑩小林 壽義、⑪米山 廣
※丸数字は議席番号
事務局長 遠藤 孝一、書記 遠藤 徹

出席委員
（11 人）

事務局職員
議事日程

総会の成立

第１
第２
第３
第４
第５

議事録署名委員の指名
会議書記の指名
議案第１号 神奈川県農業委員会大会議案に係る質疑等について
報告第１号 農地法第４条及び第５条の規定による届出の専決処分について
その他
（１）開成町人・農地プラン見直し業務に係る農地所有者へのアンケートに
ついて
12 人出席のため成立（冒頭で議長が確認）

（内容）
第１ 議事録署名委員の指名
第２ 会議書記の指名
第３ 議案第１号
第４ 報告第１号

第５ その他

各協議会について
その他

議長より指名で全員了解

③井上 耕嗣、⑥小野 博文
議長よりの指名で、事務局書記 遠藤 徹
質問・動議なしで決定
※特筆すべき質疑：なし
賛成全員・・・原案どおり追認
〇内訳（第４条届出：１件、第５条届出：２件）
※特筆すべき質疑：なし
・ 開成町人・農地プラン見直し業務に係る農地所有者へのアン
ケートについて
町産業振興課が農業振興地域農地所有者に対してアンケー
トを実施し、平成 31 年３月に人・農地プランの見直しを公表
する。農業振興地域外の農地所有者に対してもアンケートを実
施していく方向とし、その目的、内容、方法等を今後当委員会
で協議していくこととした。
・開成町北部地域活性化推進協議会について
・足柄上農業委員会連合会視察（埼玉県宮代町）に際し、参加委
員あてアンケートを回収した。
・関東ブロック女性農業委員等研修会参加報告

会 長
３番
６番

1

開 成 町 農 業 委 員 会 総 会 議 事 概 要
開催日時

平成 30 年 11 月 27 日（火）午後１時 30 分～

開催場所

開成町民センター２階 中会議室Ｂ
会長
⑬府川 健治、会長職務代理 ⑫遠藤 幸雄
委員
①松下 彰、②遠藤 敏子、⑤加藤 誠一、⑥小野 博文、
⑦片岡 待子、⑧宇田 のり子、⑨田代 操、⑩小林 壽義、
⑪米山 廣
※丸数字は議席番号
事務局長 遠藤 孝一、書記 遠藤 徹

出席委員
（11 人）

事務局職員
議事日程

総会の成立

第１ 議事録署名委員の指名
第２ 会議書記の指名
第３ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について
議案第２号 農業経営基盤強化促進法の規定による利用権の設定について
第４ 報告第１号 第５条の規定による届出の専決処分について
第５ その他 （１）農地の転用等の許可の審査基準の一部改正（案）に関する意
見の募集について
11 人出席のため成立（冒頭で議長が確認）

（内容）
第１ 議事録署名委員の指名
第２ 会議書記の指名
第３ 議案第１号

第３ 議案第２号

第４ 報告第１号

第５ その他

各協議会について

議長より指名で全員了解

⑦片岡 待子、⑧宇田 のり子
議長よりの指名で、事務局書記 遠藤 徹
1 件申請があったが、総会直前で申請が取り下げられた。その旨
説明した。
※特筆すべき質疑：当該農地は遊休農地となっているので、今後
農地パトロールの対象とする。
賛成全員・・・原案どおり追認
〇内訳（利用権設定：６筆）
※特筆すべき質疑：利用権設定は何年可能か。
→年限の規定はない。
賛成全員・・・原案どおり追認
〇内訳（第５条届出：１件）
※特筆すべき質疑：なし
・ 農地の転用等の許可の審査基準の一部改正（案）に関する意
見の募集について
※特筆すべき質疑：なし
・足柄上農業委員会連合会視察（埼玉県宮代町）に際し、参加委
員アンケート集計を配布した。
・なし

会 長
７番
８番
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開 成 町 農 業 委 員 会 総 会 議 事 概 要
開催日時

平成 30 年 12 月 25 日（月）午後３時 28 分～

開催場所

開成町民センター２階 中会議室Ｂ
会長
⑬府川 健治、会長職務代理 ⑫遠藤 幸雄
委員
①松下 彰、②遠藤 敏子、⑤加藤 誠一、⑥小野 博文、
⑦片岡 待子、⑧宇田 のり子、⑨田代 操、⑩小林 壽義、
⑪米山 廣
※丸数字は議席番号
事務局長 遠藤 孝一、書記 遠藤 徹

出席委員
（11 人）

事務局職員
議事日程

総会の成立

第１
第２
第３
第４
第５

議事録署名委員の指名
会議書記の指名
議案第１号 農業経営基盤強化促進法の規定による利用権設定について
報告第１号 第５条の規定による届出の専決処分について
その他 （１）開成町有害鳥獣対策協議会委員の推薦について
（２）農地の借地料について
11 人出席のため成立（冒頭で議長が確認）

（内容）
第１ 議事録署名委員の指名
第２ 会議書記の指名
第３ 議案第１号
第４ 報告第１号

第５ その他

各協議会について

議長より指名で全員了解

⑨田代 操、⑩小林 壽義
議長よりの指名で、事務局書記 遠藤 徹
賛成全員・・・原案どおり承認
※特筆すべき質疑：なし
賛成全員・・・原案どおり追認
〇内訳（第５条届出：１件）
※特筆すべき質疑：なし
・ 開成町有害鳥獣対策協議会委員の推薦について
※特筆すべき質疑：
任期について → 推薦された農業委員の任期は平成 31 年３月
までだが、４月以降、改選委員は選び直しをする。
・農地の借地料について
※特筆すべき質疑：
サンプル数が少ないが → 金銭無記載、物納、無償貸借などは
算出対象から除外している。なお翌年は、利用権設定数が例年に
比べて多いため、サンプル数が増える予定である。
・農業委員会だよりについて
12 月に発行し、回覧をした旨、事務局から報告があった。
・開成町総合計画審議会について

会 長
９番
10 番
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開 成 町 農 業 委 員 会 総 会 議 事 概 要
開催日時

平成 31 年１月 25 日（金）午後３時 30 分～

開催場所

開成町民センター２階 中会議室Ｂ
会長
⑬府川 健治
委員
①松下 彰、②遠藤 敏子、⑤加藤 誠一、⑥小野 博文、
⑦片岡 待子、⑧宇田 のり子、⑨田代 操、⑩小林 壽義、
⑪米山 廣
※丸数字は議席番号
事務局長 遠藤 孝一、書記 遠藤 徹

出席委員
（10 人）

事務局職員
議事日程

第１
第２
第３
第４
第５

議事録署名委員の指名
会議書記の指名
議案第１号 農業経営基盤強化促進法の規定による利用権設定について
報告第１号 第５条の規定による届出の専決処分について
その他

総会の成立

10 人出席のため成立（冒頭で議長が確認）

（内容）
第１ 議事録署名委員の指名

議長より指名で全員了解
⑪米山 廣、①松下 彰

第２ 会議書記の指名
第３ 議案第１号

議長よりの指名で、事務局書記 遠藤 徹
賛成全員・・・原案どおり承認
※特筆すべき質疑：なし
賛成全員・・・原案どおり追認。ただし番号法案 36・5 について
は、転用履行状況について今後注視していくこととした。
〇内訳（第５条届出：２件）
※特筆すべき質疑：なし
・平成 31 年１月９日に開催された開成町農業委員候補者選考委
員会での候補者選考結果について、事務局から報告があった。
・平成 31 年１月 21 日に開催された神奈川県農業会議主催の女性
委員・女性職員研修会について、参加者から報告があった。
・次期農業委員への引き継ぎ事項があれば、次回総会時に会長あ
て提出することとした。
・平成 31 年２月 27・28 日に開催される人・農地プランに関する
座談会について、事務局から説明があった。
なし

第４ 報告第１号

第５ その他

各協議会について
会 長
11 番
１番
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開 成 町 農 業 委 員 会 総 会 議 事 概 要
開催日時

平成 31 年２月 25 日（月）午後１時 34 分～

開催場所

開成町民センター２階 中会議室Ｂ
会長職務代理者 ⑫遠藤 幸雄
委員
①松下 彰、②遠藤 敏子、⑤加藤 誠一、⑥小野 博文、
⑦片岡 待子、⑧宇田 のり子、⑨田代 操、⑩小林 壽義、
⑪米山 廣
※丸数字は議席番号
事務局長 遠藤 孝一、書記 遠藤 徹

出席委員
（10 人）

事務局職員
議事日程

総会の成立

第１
第２
第３
第４

議事録署名委員の指名
会議書記の指名
議案第１号 農地法第５条の規定による許可申請について
報告第１号 農地法第４条又は同法第５条の規定による届出の専決処分につ
いて
報告第２号 新規就農者の事業報告について
第５ その他 「2020 年度県農林業施策並びに予算に関する要望」及び「2020 年度
県農地等利用最適化の推進に関する意見」
10 人出席のため成立（冒頭で議長が確認）

（内容）
第１ 議事録署名委員の指名

議長より指名で全員了解
②遠藤 敏子、⑤加藤 誠一

第２ 会議書記の指名
第３ 議案第１号

議長よりの指名で、事務局書記 遠藤 徹
賛成全員・・・原案どおり承認
※特筆すべき質疑：なし
賛成全員・・・原案どおり追認。
〇内訳（第４条届出：１件、第５条届出：１件）
※特筆すべき質疑：なし

第４ 報告第１号

第５ その他

・
「2020 年度県農林業施策並びに予算に関する要望」及び「2020
年度県農地等利用最適化の推進に関する意見」…事務局案どおり

各協議会について

決定
・女性の農業委員会活動推進シンポジウムについて
・全国農業新聞の購読について
・耕作放棄を未然に防ぐための一つとして、人・農地プランを地
域以外でも作成していきたいという意見があった。
なし

会長職務代理者
２番
５番
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開 成 町 農 業 委 員 会 総 会 議 事 概 要
開催日時

平成 31 年３月 28 日（木）午後３時 58 分～

開催場所

開成町民センター２階 中会議室Ｂ
会長
⑬府川 健治
委員
①松下 彰、②遠藤 敏子、⑤加藤 誠一、⑥小野 博文、
⑦片岡 待子、⑧宇田 のり子、⑨田代 操、⑩小林 壽義、
⑪米山 廣、⑫遠藤 幸雄
※丸数字は議席番号
事務局長 遠藤 孝一、書記 遠藤 徹

出席委員
（10 人）

事務局職員
議事日程

総会の成立

第１ 議事録署名委員の指名
第２ 会議書記の指名
第３ 議案第１号 農地法第５条の規定による許可申請について
議案第２号 農業経営基盤強化促進法の規定による利用権設定について
第４ その他 「平成 30 年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価」
「平
成 31 年度の目標及びその達成に向けた活動計画」の意見について
11 人出席のため成立（冒頭で議長が確認）

（内容）
第１ 議事録署名委員の指名

議長より指名で全員了解
⑥小野 博文、⑦片岡 待子

第２ 会議書記の指名
第３ 議案第１号

議長よりの指名で、事務局書記 遠藤 徹
賛成全員・・・原案どおり承認
〇内訳（第５条申請:２件）
※特筆すべき質疑：なし
賛成全員・・・原案どおり承認
※特筆すべき質疑：なし
・
「平成 30 年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価」
「平成 31 年度の目標及びその達成に向けた活動計画」の意見に
ついて
※特筆すべき質疑：なし
開成町都市計画審議会
開成町北部地域活性化推進協議会

議案第２号

第４ その他

各協議会について

会長
６番
７番
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