開 成 町 農 業 委 員 会 臨 時 総 会 議 事 概 要
開催日時

平成 31 年４月１日（月）午後２時 30 分～

開催場所

事務局職員

開成町民役場３階 議会全員協議会室
会長
⑬小野 博文
委員
①府川 健治、②井上 昌春、③鳥海 均、⑤遠藤 正史、
⑥片岡 待子、⑦辻村 進、⑧内藤 茂、⑨鳥海 由美子、
⑩田代 輝夫、⑪遠藤 恵、⑫松下 彰
※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

開成町まちづくり部長 井上 新、開成町まちづくり部産業振興課主事 栢沼勇人

出席委員
（12 人）

議事日程

総会の成立

１ 開会
２ 町長あいさつ
３ 任命書交付
４ 自己紹介
５ 議事
第１ 臨時議長の選出
第２ 会長・会長職務代理の選任
第３ 議席の決定
第４ 各種委員会の選任
６ その他
12 人出席のため成立

（内容）
第１ 臨時議長の選出
第２ 会長・会長職務代理
の選任

第３ 議席の決定
第４ 各種委員会の選任

５ その他

開成町農業委員会規程第３条第２項の規定により小野博文委員を選
出した。
選任方法について、選挙と指名推薦の二通りから指名推薦とした。
選考委員として府川健治委員、片岡待子委員、松下彰委員を選出し、
府川委員を選考委員長として、別室で協議した結果、会長に小野博文
委員、会長職務代理に松下彰委員を推薦。
賛成全員により、決定。
（以後、小野博文会長が議長を務める。
）
くじ引きにより議席番号を決定した。
開成町都市計画審議会委員 辻村進委員
開成町「人・農地プラン」検討会委員 遠藤正史委員、遠藤恵委員
開成町北部地域活性化推進協議会委員 内藤茂委員
開成町有害鳥獣対策協議会委員
府川健治委員、井上昌春委員、鳥海均委員、田代輝夫委員
開成町ブランド認定審査委員会委員 鳥海由美子委員
開成町あじさいまつり実行委員会委員 片岡待子委員
和解仲介委員 井上昌春委員、内藤茂委員、田代輝夫委員
広報委員 府川健治委員、遠藤正史委員、辻村進委員
各委員の担当地区について
年間スケジュールについて
統一地方選挙等の選挙運動の留意事項について
報酬について
全国農業新聞の購読について

会長
１番
２番
1

開 成 町 農 業 委 員 会 総 会 議 事 概 要
開催日時

平成 31 年４月 25 日（木）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Ａ
会長
⑬小野 博文
委員
①府川 健治、②井上 昌春、③鳥海 均、⑤遠藤 正史、
⑥片岡 待子、⑦辻村 進、⑧内藤 茂、⑨鳥海 由美子、
⑩田代 輝夫、⑪遠藤 恵、⑫松下 彰
※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

開成町まちづくり部産業振興課主事 栢沼 勇人

出席委員
（12 人）

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 開成町米栽培体験学習塾（田植え）について
12 人出席のため成立

（内容）
第１ 議事録署名委員

議長より指名で全員了解

の指名

③鳥海 均、⑤遠藤 正史
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３条申請:１件）
※特筆すべき質疑：なし
賛成全員・・・原案どおり承認
○内訳（利用権設定：２筆）
※特筆すべき質疑：議案記載の面積と営農計画書に記載の面積とが、整
合が取れていない。農業委員会として営農計画書の議決は不要ではない
か。
（事務局回答）本件は、利用権設定について議決するもので、当該申
請者の営農計画書は、一般法人の農業への新規参入による利用権設定の
ため、参考資料として添付したと解釈していただきたい。面積は、議案
記載の面積が正しい。

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

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５ その他

開成町米栽培体験学習塾（田植え）について
※特筆すべき質疑：駐車場の区割りと開会式の見取り図を作成してほし
い。
（事務局）作成して、当日委員に配布する。
その日は、私自身が所有地の田植えの最盛期であり、欠席してでもそち
らをやりたいところだ。次年度以降は日程を６月以降にするなどの対応
をしていただきたいという意見があった。

各協議会について

なし
※審議会等に出席する前に、農業委員会としての意見を調整してから出
席するべきだという意見があった。

会長
３番
５番

開 成 町 農 業 委 員 会 総 会 議 事 概 要
開催日時

令和元年５月 28 日（火）午後１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小野 博文
委員
②井上 昌春、③鳥海 均、⑤遠藤 正史、⑥片岡 待子
⑦辻村 進、⑧内藤 茂、⑩田代 輝夫、⑪遠藤 恵
⑫松下 彰
※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条の規定による届出の専決処分について
第５ その他
10 人出席のため成立

（内容）
第１ 議事録署名委員

議長より指名で全員了解

の指名

⑥片岡 待子、⑦辻村 進
議長の指名で、事務局書記 遠藤 徹
賛成全員・・・原案どおり承認
○内訳（利用権設定：３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：１件）
※特筆すべき質疑：なし
なし
・平成 31 年度全国農業委員会会長大会出席の報告（会長）

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
会長
６番
７番

開 成 町 農 業 委 員 会 総 会 議 事 概 要
開催日時

令和元年６月 25 日（火）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小野 博文
委員
②井上 昌春、③鳥海 均、⑤遠藤 正史、⑥片岡 待子
⑦辻村 進、⑧内藤 茂、⑨鳥海 由美子、⑩田代 輝夫、
⑪遠藤 恵、⑫松下 彰
※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 報告第１号 農地法第５条の規定による届出の専決処分について
第４ その他
11 人出席のため成立

（内容）
第１ 議事録署名委員

議長より指名で全員了解

の指名

⑧内藤 茂、⑨鳥海 由美子
議長の指名で、事務局書記 遠藤 徹
賛成全員・・・原案どおり承認
○内訳（届出：１件）
※特筆すべき質疑：なし
（１）農地パトロール対象地の対応について
※特筆すべき質疑：なし
（２）あじさい剪定ボランティアについて
※特筆すべき質疑：なし
（３）開成町鳥獣被害防止計画について
※特筆すべき質疑：なし
・足柄上農業委員会連合会第 67 回通常総会の報告（会長職務代理）
・かながわ農業委員会協議会第８会総会の報告（遠藤恵委員）

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

会長
８番
９番

開 成 町 農 業 委 員 会 総 会 議 事 概 要
開催日時

令和元年７月 25 日（木）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小野 博文
委員
①府川 健治、②井上 昌春、③鳥海 均、⑤遠藤 正史、
⑥片岡 待子、⑦辻村 進、⑧内藤 茂、⑨鳥海 由美子、
⑩田代 輝夫、⑪遠藤 恵、⑫松下 彰
※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

開成町まちづくり部産業振興課副主幹 遠藤 徹

出席委員
（12 人）

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 地籍調査実施地区における農地の地目変更について
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条の規定による届出の専決処分について
第５ その他
12 人出席のため成立

（内容）
第１ 議事録署名委員

議長より指名で全員了解

の指名

⑩田代 輝夫、⑪遠藤 恵
議長の指名で、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・・・原案どおり承認
※特筆すべき質疑：なし
賛成全員・・・原案どおり承認
○内訳（届出：１件）
※特筆すべき質疑：なし
（１）開成農業振興地域整備計画の変更について
※特筆すべき質疑：なし
（２）あしがり郷交流拠点整備工事について
※特筆すべき質疑：なし
（３）農地パトロールについて
※特筆すべき質疑：なし
なし

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

会長
10 番
11 番

開 成 町 農 業 委 員 会 総 会 議 事 概 要
開催日時

令和元年８月 26 日（木）午後３時 00 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小野 博文
委員
①府川 健治、②井上 昌春、③鳥海 均、⑤遠藤 正史、
⑥片岡 待子、⑦辻村 進、⑧内藤 茂、⑨鳥海 由美子、
⑩田代 輝夫、⑪遠藤 恵、⑫松下 彰
※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

開成町まちづくり部産業振興課副主幹 遠藤 徹

出席委員
（12 人）

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 農地法第５条の規定による許可申請について
議案第３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５条の規定による届出の専決処分について
第５ その他
12 人出席のため成立

（内容）
第１ 議事録署名委員

議長より指名で全員了解

の指名

①府川 健治、②井上 昌春
議長の指名で、事務局書記 遠藤 徹
賛成全員・・・原案どおり承認
○内訳（第３条申請 １件）
※特筆すべき質疑：なし
賛成全員・・・許可相当として神奈川県知事に意見書送付
○内訳（第５条申請 １件）
※特筆すべき質疑：なし
賛成全員・・・原案どおり承認
○内訳（利用権設定：５筆）
※特筆すべき質疑：現況で水田である農地を畑で利用するとのことだが、
隣接する田（下流部）への水の取り入れに影響はあるか。
（事務局回答）
当該田へは水路から直接水を取り入れることができるので、影響はない。
賛成全員・・・原案どおり承認
○内訳（届出：３件）
※特筆すべき質疑：なし
（１）農地パトロールについて
（２）９月 29 日開催 米栽培体験塾（稲刈り）について
開成町鳥獣対策協議会について

第２ 会議書記の指名
第３ 議案第１号

議案第２号

議案第３号

第４ 報告第１号

第５ その他
各協議会について
会長
１番
２番

開 成 町 農 業 委 員 会 総 会 議 事 概 要
開催日時

令和元年９月 25 日（木）午後１時 25 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小野 博文
委員
①府川 健治、②井上 昌春、③鳥海 均、⑤遠藤 正史、
⑥片岡 待子、⑦辻村 進、⑧内藤 茂、⑨鳥海 由美子、
⑩田代 輝夫、⑪遠藤 恵、⑫松下 彰
※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

開成町まちづくり部産業振興課副主幹 遠藤 徹

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
第４ 報告第１号 農地法第５条の規定による届出の専決処分について
第５ その他
12 人出席のため成立

出席委員
（12 人）

総会の成立
（内容）

第１ 議事録署名委員

議長より指名で全員了解

の指名

③鳥海 均、⑤遠藤 正史
議長の指名で、事務局書記 遠藤 徹
第３条申請１件について審議した結果、申請書類の補正が本総会までな
されなかったため、継続審議とした。
※特筆すべき質疑：当該農地は、都市計画の保留フレームに位置付けら
れているのか。
（事務局）調べて次の総会で回答する。
賛成全員・・・原案どおり承認
○内訳（届出：２件）
※特筆すべき質疑：なし
（１）令和元年度農業委員・農地利用最適化推進委員等研修会について
（２）令和元年度神奈川県農業委員会大会について
開成町北部地域活性化推進協議会について

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
会長
３番
５番

開 成 町 農 業 委 員 会 総 会 議 事 概 要
開催日時

令和元年 10 月 28 日（月）午後１時 27 分～

開催場所

開成町民センター２階 中会議室Ａ
会長
⑬小野 博文
委員
①府川 健治、②井上 昌春、③鳥海 均、⑤遠藤 正史、
⑥片岡 待子、⑦辻村 進、⑧内藤 茂、⑨鳥海 由美子、
⑩田代 輝夫、⑪遠藤 恵、⑫松下 彰
※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
（12 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 農地法第４条の規定による許可申請について
議案第３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
議案第４号 相続税の納税猶予に関する適格者証明について
議案第５号 非農地証明の交付について
議案第６号 神奈川県農業委員会大会議案に係る質疑等について
12 人出席のため成立

（内容）
第１ 議事録署名委員

議長より指名で全員了解

の指名

⑥片岡 待子、⑦辻村 進

第２ 会議書記の指名
第３ 議案第１号

議長の指名で、事務局書記 遠藤 徹
賛成全員・・・原案どおり許可（申請１件 ※先月総会から継続審議）
※特筆すべき質疑：な
賛成全員・・・原案どおり承認（申請１件）
※特筆すべき質疑：なし
賛成全員・・・原案どおり承認（利用権設定５筆）
※特筆すべき質疑：なし
賛成全員・・・原案どおり承認（申請２件）
※特筆すべき質疑：なし
賛成全員・・・原案どおり承認（申請１件）
※特筆すべき質疑：なし
同大会での質問・動議なしで決定

議案第２号
議案第３号
議案第４号
議案第５号
議案第６号
各協議会について
会長
６番
７番

なし

開 成 町 農 業 委 員 会 総 会 議 事 概 要
開催日時

令和元年 11 月 25 日（月）午後１時 25 分～

開催場所

開成町民センター２階 中会議室Ｂ
会長
⑬小野 博文
委員
①府川 健治、②井上 昌春、③鳥海 均、⑤遠藤 正史、
⑥片岡 待子、⑦辻村 進、⑧内藤 茂、⑨鳥海 由美子、
⑩田代 輝夫、⑪遠藤 恵、⑫松下 彰
※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
（12 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 非農地証明の交付について
第４ 報告第１号 農地法第４条又は第５条の規定による届出の専決処分について
第５ その他
12 人出席のため成立

（内容）
第１ 議事録署名委員

議長より指名で全員了解

の指名

⑧内藤 茂、⑨鳥海 由美子

第２ 会議書記の指名
第３ 議案第１号

議長の指名で、事務局書記 遠藤 徹
賛成全員・・・原案どおり承認（申請１件）
※特筆すべき質疑：なし

第４ 報告第１号

賛成全員・・・原案どおり承認
○内訳（届出：２件）
※特筆すべき質疑：なし

会長
８番
９番

第５ その他

農地の借地料について
令和元年台風第 19 号等災害義援金について

各協議会について

なし

開 成 町 農 業 委 員 会 総 会 議 事 概 要
開催日時

令和元年 12 月 25 日（水）午後１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小野 博文
委員
①府川 健治、②井上 昌春、③鳥海 均、⑤遠藤 正史、
⑥片岡 待子、⑦辻村 進、⑧内藤 茂、⑨鳥海 由美子、
⑩田代 輝夫、⑪遠藤 恵、⑫松下 彰
※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
（12 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 農業経営基盤強化促進法の規定による利用権の解約について
第５ その他
12 人出席のため成立

（内容）
第１ 議事録署名委員

議長より指名で全員了解

の指名

⑩田代 輝夫、⑪遠藤 恵

第２ 会議書記の指名
第３ 議案第１号

議長の指名で、事務局書記 遠藤 徹
賛成全員・・・原案どおり承認（59 筆、34,987 ㎡）
※特筆すべき質疑：№58 と 59 について、
地図上では２筆が離れているが、
実際は連なって４枚の田になっている。
→ 地図で訂正があれば次の総会で報告する。
契約年数がばらばらだが、年数について規定があるか。
→ 何年という決まりはない。

第４ 報告第１号

賛成全員・・・原案どおり追認
○内訳（通知：３件）
※特筆すべき質疑：なし

会長
10 番
11 番

第５ その他

・農業委員会の法令順守の申し合わせ決議
農業委員会の法令順守・綱紀保持の申し合わせ決議とし、案から「農
地利用最適化推進委員」を削除して決議した。
・2020 年農林業センサスについて
・平成 31 年度の目標及びその達成に向けた活動計画について
・農地利用状況調査の結果報告

各協議会について

関東ブロック女性農業委員等研修会参加報告

開 成 町 農 業 委 員 会 総 会 議 事 概 要
開催日時

令和２年１月 27 日（月）午後３時 57 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松下 彰
委員
①府川 健治、②井上 昌春、③鳥海 均、⑤遠藤 正史、
⑥片岡 待子、⑦辻村 進、⑧内藤 茂、⑨鳥海 由美子、
⑩田代 輝夫、⑪遠藤 恵
※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
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 農地法第５条の規定による届出の専決処分について
報告第２号 農業経営基盤強化促進法の規定による利用権の解約について
報告第３号 農地法の規定による賃借権の解約について
報告第４号 令和元年農地利用状況調査結果について
第５ その他
12 人出席のため成立

（内容）
第１ 議事録署名委員

議長より指名で全員了解

の指名

①府川 健治、②井上 昌春

第２ 会議書記の指名
第３ 議案第１号

議長の指名で、事務局書記 遠藤 徹
賛成全員・・・原案どおり承認（５筆、6,381 ㎡）
※特筆すべき質疑：なし
賛成全員・・・原案どおり追認
○内訳（届出：３件）

第４ 報告第１号

報告第２号

※特筆すべき質疑：なし
賛成全員・・・原案どおり追認
○内訳（通知：１件）

報告第３号

※特筆すべき質疑：なし
賛成全員・・・原案どおり追認
○内訳（通知：２件）

第５ その他

※特筆すべき質疑：なし
※特筆すべき質疑：農地の色分けの根拠は何か。
→農地法第 32 条第１項第１号、第２号による。
市街化区域農地の遊休農地は、土地の低利用であり課税強化すべきでは
ないか。
→意見があった旨、町の課税担当に報告する。
・先月総会時資料の訂正（利用権設定 No.58～59 位置図）

各協議会について

関東ブロック女性農業委員等研修会参加報告

報告第４号

会長職務代理者
１番
２番

開 成 町 農 業 委 員 会 総 会 議 事 概 要
開催日時

令和２年２月 25 日（火）午後１時 27 分～

開催場所

開成町民センター２階 中会議室Ｂ
会長
⑬小野 博文
委員
①府川 健治、②井上 昌春、③鳥海 均、⑤遠藤 正史、
⑥片岡 待子、⑧内藤 茂、⑨鳥海 由美子、
⑩田代 輝夫、⑪遠藤 恵、⑫松下 彰
※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 その他
11 人出席のため成立

（内容）
第１ 議事録署名委員

議長より指名で全員了解

の指名

③鳥海 均、⑤遠藤 正史

第２ 会議書記の指名
第３ その他

議長の指名で、事務局書記 遠藤 徹
・ 「令和３年度農林業施策並びに予算に関する要望」及び「令和３年
度県農地等の利用の最適化の推進に関する意見」のとりまとめについ
て説明した。
・ 前回総会資料の訂正（農地法５条届出）

各協議会について

・開成町あじさいまつり実行委員会出席報告
・令和元年度神奈川県農地中間管理事業推進会議出席報告
・令和元年度第２回農業委員会会長・事務局長会議出席報告
・かながわ農業委員会女性協議会研修会出席報告
・農業委員会協議会にて市街化調整区域（農振地域以外）の人・農地プ
ラン作成（素案）について協議した。

会長
３番
５番

開 成 町 農 業 委 員 会 総 会 議 事 概 要
開催日時

令和２年３月 25 日（水）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小野 博文
委員
①府川 健治、②井上 昌春、③鳥海 均、⑤遠藤 正史、
⑥片岡 待子、⑦辻村 進、⑧内藤 茂、⑨鳥海 由美子、
⑩田代 輝夫、⑪遠藤 恵、⑫松下 彰
※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
（12 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
議案第３号 「令和３年度農林業施策並びに予算に関する要望」及び「令和
３年度県農地等の利用の最適化の推進に関する意見」について
第４ 報告第１号 農地法第４条又は第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
12 人出席のため成立

（内容）
第１ 議事録署名委員

議長より指名で全員了解

の指名

⑥片岡 待子、⑦辻村 進

第２ 会議書記の指名
第３ 議案第１号

議長の指名で、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・・・原案どおり承認
※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
賛成全員・・・原案どおり承認
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
〇事業報告：３人
特筆すべき質疑：１人について、作付面積が報告されていない。→来月
総会にて報告する。
・ 令和元年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）に
ついて
賛成全員・・・３ 違反転用への適切な対応について、原案修正のう
え承認
※特筆すべき質疑：現状として違反転用面積が 300 ㎡程度あるが記載
としては０ha とのことである。違反転用が全くないということではな
いという趣旨の記載をしたほうがよい。→その方向で修正する。
・ 農業委員会に関する不祥事について（米子市、弘前市）
・ 令和２年度農業振興補助金について
・ 開成町人・農地プラン（更新年月：平成 31 年３月）について
※特筆すべき質疑：中心経営体の方で高齢の方がいられるが、これら
の方の５年後 10 年後を考えると、これでよいのか。
→ 現プランはこれでよいが、現在プランの実質化に向けて見直しを

議案第２号
議案第３号
第４ 報告第１号

報告第２号

第３ その他

行っている最中である。
各協議会について

・開成町都市計画審議会出席報告
・農業委員会検討委員会（２月 25 日開催）協議事項を報告）

会長
６番
７番

