開 成 町 農 業 委 員 会 総 会 議 事 録
開催日時

令和２年４月 27 日（月）午後１時 25 分～

開催場所

開成町民センター３階 大会議室
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

出席委員
（12 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
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
※特筆すべき質疑：なし
賛成全員・・・原案どおり承認
〇内訳（第５条届出：２件）
※特筆すべき質疑：なし
賛成全員・・・原案どおり承認
〇内訳（解約：１件）
※特筆すべき質疑：なし
・ 開成町米栽培体験学習塾（田植え）中止について
・ 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う開成町農業委員会運営の対
応（案）について
賛成全員・・・原案どおり承認
・ 新規就農者の事業報告（追加報告）

第４ 報告第１号

報告第２号

第５ その他

各協議会について

・開成町北部地域活性化推進協議会出席報告
・開成町ブランド認定審査会出席報告
・農業委員会検討委員会（３月 25 日開催）協議事項を報告

会長
８番
９番

開 成 町 農 業 委 員 会 総 会 議 事 録
開催日時

令和２年６月 25 日（木）午後１時 28 分～

開催場所

開成町民センター３階 大会議室
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、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 熊澤 勝己、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２号 相続税納税猶予に関する適格者証明について
第４ 報告第１号 農地法第５条の規定による許可申請の取下げについて
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 農地法第５条の規定による届出の専決処分について
報告第４号 「令和２年度農地等の利用の最適化の推進に関する意見」に
対する県知事からの回答について
報告第５号 令和２年度の目標及びその達成に向けた活動計画について
報告第６号 あじさい剪定ボランティアの中止について
第５ 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

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（７筆、8,809 ㎡）
※特筆すべき質疑：なし

議案第２号

賛成全員・・・原案どおり承認（申請１件）

第４ 報告第１号
報告第２号
報告第３号
報告第４号
報告第５号
報告第６号
第５ その他

※特筆すべき質疑：なし
〇内訳（第５条申請：１件）※特筆すべき質疑：なし
〇内訳（解約：１件）※特筆すべき質疑：なし
〇内訳（第５条届出：１件）※特筆すべき質疑：なし
※特筆すべき質疑：なし
※特筆すべき質疑：農業参入法人４経営体の法人名について
※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
・ 農地の借地料について

各協議会について

・ 農業委員会検討委員会（４月 27 日開催）協議事項を報告。また今後
の取り組みについて協議した。

会長
10 番
11 番

開 成 町 農 業 委 員 会 総 会 議 事 録
開催日時

令和２年７月 27 日（月）午後１時 56 分～

開催場所

開成町民センター２階 中会議室Ａ
会長職務代理 ⑫松下 彰
委員
①府川 健治、②井上 昌春、③鳥海 均、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 熊澤 勝己、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
議案第２号 別段面積（下限面積）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
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

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（２筆、2,107 ㎡）
※特筆すべき質疑：なし

議案第２号

賛成全員・・・原案どおり承認（下限面積 開成町全域 30 アール）

第４ 報告第１号

※特筆すべき質疑：なし
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

第５ その他

鳥獣による農作物被害について情報交換を行った。

各協議会について

・ 「地域農業の将来（人と農地の問題）アンケート」
（平成 30 年 10 月
開成町実施）について

会長職務代理
１番
２番

開 成 町 農 業 委 員 会 総 会 議 事 録
開催日時

令和２年８月 25 日（火）午後３時 37 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 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 熊澤 勝己、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 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 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

③鳥海 均、⑤遠藤 正史

第２ 会議書記の指名
第３ 報告第１号

第４ その他

議長の指名で、事務局書記 遠藤 徹
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
〇内訳（合計 ２筆 776 ㎡）
※特筆すべき質疑：なし
（１）農地パトロールについて

各協議会について

・ 農業委員会検討委員会（７月 27 日開催）協議事項を報告した。

報告第２号

会長職務代理
３番
５番

開 成 町 農 業 委 員 会 総 会 議 事 録
開催日時

令和２年９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
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 熊澤 勝己、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２号 会長の選任
議案第３号 会長職務代理者の選任
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 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
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

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

第５ その他

議長の指名で、事務局書記 遠藤 徹
（前会長職務代理者 松下彰委員が議長）
賛成全員・・・原案どおり決定（２筆、794 ㎡）
※特筆すべき質疑：なし
（前会長職務代理者 松下彰委員が議長）
委員の互選により、会長に松下彰委員を選出した。
委員の互選により、会長職務代理者に内藤茂委員を選出した。
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
〇内訳（合計 １筆 1,629 ㎡）
※特筆すべき質疑：なし
（１）
「令和２年７月豪雨災害義援金」の募集について

各協議会について

・ 開成町北部地域活性化推進協議会出席報告

議案第２号
議案第３号
第４ 報告第１号
報告第２号

・ 農業委員会検討委員会（８月 25 日開催）協議事項を報告した。
会長
６番
７番

開 成 町 農 業 委 員 会 総 会 議 事 録
開催日時

令和２年 10 月 26 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
⑫松下 彰
委員
①府川 健治、②井上 昌春、③鳥海 均、
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 熊澤 勝己、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５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

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・・・原案どおり決定（２筆、752 ㎡）
※特筆すべき質疑：なし
〇内訳（第５条届出：６件）
※特筆すべき質疑：なし

第４ 報告第１号

会長
８番
９番

第５ その他

（１）開成農業振興地域整備計画について

各協議会について

・ 農業委員会検討委員会（９月 25 日開催）協議事項を報告した。

開 成 町 農 業 委 員 会 総 会 議 事 録
開催日時

令和２年 11 月 25 日（水）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、⑨鳥海 由美子、⑩田代 輝夫、
⑪遠藤 恵、⑫内藤 茂
※丸数字は議席番号
事務局長 熊澤 勝己、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
11 人出席のため成立

（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

議長より指名で全員了解
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・・・原案どおり決定（11 筆、6,153 ㎡）
※特筆すべき質疑：なし
〇内訳（第４条届出：２件、第５条届出：３件）
※特筆すべき質疑：なし

第５ その他

なし

各協議会について

農業委員会協議会にて、開成町農業の将来のあり方に関するアンケート
（案）について意見交換をした。

会長
10 番
11 番

開 成 町 農 業 委 員 会 総 会 議 事 録
開催日時

令和２年 12 月 25 日（金）午後１時 27 分～

開催場所

開成町民センター３階 大会議室
会長
⑬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、⑨鳥海 由美子、⑩田代 輝夫、
⑪遠藤 恵、⑫内藤 茂
※丸数字は議席番号
事務局長 熊澤 勝己、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 基盤強化法第 19 条による農地中間管理権の取得（農用地利用集
積計画の公告）
議案第２号 基盤強化法第 19 条（農用地利用計画の公告）
第４ 報告第１号 農地法第３条の３（相続による権利移動）
報告第２号 農地法第５条（届出）
第５ その他
11 人出席のため成立

（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
報告第２号

議長の指名で、事務局書記 遠藤 徹
賛成全員・・・原案どおり決定（８筆、8,280 ㎡）
※特筆すべき質疑：なし
賛成全員・・・原案どおり決定（24 筆、23,580 ㎡）
※特筆すべき質疑：なし
届出１件 ※特筆すべき質疑：なし
届出１件 ※特筆すべき質疑：なし

第５ その他

なし

各協議会について

なし

議案第２号

会長
１番
２番

議長より指名で全員了解
①府川 健治、②井上 昌春

開 成 町 農 業 委 員 会 総 会 議 事 録
開催日時

令和３年１月 25 日（月）午後１時 23 分～

開催場所

開成町民センター２階 中会議室Ｂ
会長
⑬松下 彰
委員
①府川 健治、②井上 昌春、⑤遠藤 正史、⑪遠藤 恵、⑫内藤 茂
※丸数字は議席番号

出席委員
（６人）
事務局職員

議事日程

総会の成立

事務局長 熊澤 勝己、書記 遠藤 徹
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 基盤強化法第 19 条（農用地利用計画の公告）
報告第１号 農地法第４条（届出）
報告第２号 農地法第５条（届出）
第５ その他
６人出席のため成立

（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

会長
５番
11 番

議長より指名で全員了解
⑤遠藤 正史、⑪遠藤 恵

第４ 報告第１号
報告第２号

議長の指名で、事務局書記 遠藤 徹
賛成全員・・・原案どおり決定（２筆、855 ㎡）
※特筆すべき質疑：なし
届出１件 ※特筆すべき質疑：なし
届出１件 ※特筆すべき質疑：なし

第５ その他

なし

各協議会について

なし

開 成 町 農 業 委 員 会 総 会 議 事 録
開催日時

令和３年２月 25 日（木）午後１時 54 分～

開催場所

開成町民センター２階 中会議室Ｂ
会長
⑬松下 彰
委員
③鳥海 均、⑤遠藤 正史、⑨鳥海 由美子、⑪遠藤 恵、⑫内藤 茂
※丸数字は議席番号

出席委員
（６人）
事務局職員

議事日程

総会の成立

事務局長 熊澤 勝己、書記 遠藤 徹
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 基盤強化法第 19 条による農地中間管理権の取得（農用地利用集
積計画の公告）
第４ 報告第１号 農地法第４条（届出）
第５ その他
６人出席のため成立

（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

議長より指名で全員了解
⑤遠藤 正史、⑪遠藤 恵

第４ 報告第１号

議長の指名で、事務局書記 遠藤 徹
賛成全員・・・原案どおり決定（２筆、3000 ㎡）
※特筆すべき質疑：審議の参考として、機構から借受予定の農業者の経
営状況について、より詳しく把握したいと意見があった。
届出４件 ※特筆すべき質疑：なし

第５ その他

（１） 「令和４年度県農林業施策並びに予算に関する要望」及び「令
和４年度県農地等の利用の最適化の推進に関する意見」の取りまと
めについて

各協議会について

会長
３番
９番

なし

開 成 町 農 業 委 員 会 総 会 議 事 録
開催日時

令和３年３月 25 日（木）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、⑨鳥海 由美子、⑩田代 輝夫、⑪遠藤 恵、⑫内藤 茂
※丸数字は議席番号
事務局長 熊澤 勝己、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４条（知事）
議案第２号 農地法第５条（知事）
議案第３号 基盤強化法第 19 条による農地中間管理権の取得（農用地利用集積計
画の公告）
議案第４号 「令和４年度県農林業施策並びに予算に関する要望」及び「令和４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（届出）
報告第２号 農地法第５条（届出）
第５ その他
11 人出席のため成立

（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
⑤遠藤 正史、⑥片岡 待子

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
議案第４号
第４ 報告第１号
報告第２号
第５ その他

議長の指名で、事務局書記 遠藤 徹
賛成全員・・・進達（２件） ※特筆すべき質疑：なし
賛成全員・・・進達（２件） ※特筆すべき質疑：なし
賛成全員・・・承認（１筆） ※特筆すべき質疑：なし
賛成全員・・・原案どおり決定 ※特筆すべき質疑：なし
届出１件 ※特筆すべき質疑：なし
届出３件 ※特筆すべき質疑：なし
なし

各協議会について

開成町都市計画審議会出席報告
開成町あじさいまつり実行委員会出席報告
開成町人・農地プラン検討会出席報告
女性の農業委員会活動推進シンポジウム出席報告
開成町農業次世代人材投資資金就農状況ヒアリング出席報告
開成町農業の将来のあり方に関するアンケートについて協議した。

会長
５番
６番

