
 

 

西会津町農業委員会 

 

第８回 西会津町農業委員会総会 議事録 

 

 

 

開催期日 令和３年３月１９日 

 

 

 

 

 

 

 

 

西会津町農業委員会 



 

第８回 西会津町農業委員会総会議事録 

 

１．期日 

令和３年３月１９日    

 

２．場所 
 役場大会議室 

 
３．招 集 者 西会津町農業委員会会長 江川 新壽 

   

４．出席委員 

（農業委員） 

１番委員 渡部 定衛 ２番委員 佐藤 健一 ３番委員 三瓶 常夫 

４番委員 岩原 稔  ５番委員 矢部 幸彦 ７番委員 三留 弘法 

８番委員 小原 利道 ９番委員 仲川 久人 10 番委員 星 敬介 

12 番委員 江川 新壽 

 

５．欠席委員  

（農業委員）６番委員 江川 政次 11 番委員 佐藤 正光 

 
６．総会に出席した職員 

事務局長  矢部 

事務局次長 高津  

  事務局員  秦 

   

７．開会 

午前１０時００分 

 

８．閉会  

午前１０時５８分 

 

 

議長   おはようございます。 

     やっと春らしくなってまいりました。 



また東日本大震災から１０年になりました。 

消防団長時代に宮城県に行きまして、役場庁舎の３階まで津波が襲

ってきた現場に行きまして、黙とうを捧げました。 

大変な津波であったことでした。 

いろんな話を聞かされて、大変なことを知りました。 

６年たっても小麦が売れない話を聞かされました。 

平成時代の皇后さまが誕生日に記者会見で稲むらの火の話をされま

した。 

プリントを渡しますので、後でご覧ください。 

 

議長   これより総会を開会します。    

 本日の出席委員は農業委員の定数１２名に対して１０名が出席して

おりますので、（会議規則第９条の委員過半数出席により）総会は成立

しております。 

それでは、これより「第８回西会津町農業委員会総会」を開会します。

本日の総会次第はお手元に配布したとおりであります。 

 

議長   それでは会議録署名委員の指名を行います。 

     会議規則第３０条の規定により、 

     ３番 三瓶 常夫 委員  

     ７番 三留 弘法 委員  

にお願いします。  

 

議長   続いて、会議次第３・報告事項に移ります。 

報告第１号「主要業務報告」について、事務局より報告させます。 
 

事務局次長  （主要業務について報告する。） ～ 

 

議長   業務の執行状況にありました「会津若松地方農業委員会連合会研修

会」について参加しました委員の中から感想をお願いします。 

 

４番委員 両沼地方の女性委員が発表された内容でございますが、こういうこ

とがあるのだなあということを話してみます。 

○○農業委員会では、○○地区においてＮＰＯ法人が桐の植栽のた

めに借り入れた農地が法人の事業中止に伴い、所有者へ返還され荒廃

農地になった。 



     所有者からの今後の農地の活用法について相談があり、農業委員が

開墾を行い、町と連携して農地再生と集積を実施した。 

農地中間管理機構を介した担い手への貸し付けを行い、約６．２ヘ

クタールの集約を実現したということです。 

重機を使った抜根などを行った。 

見事に農地として再生した。 

こういうこともあるということを気に懸け、聞いていました。 

発表者の女性の感覚から農地を使って、町の特産品の開発ということ

で、ざる菊の栽培やコキアの植栽を行った。 

講演会について、資料の中に肝心なところが空欄になっている。 

同じ資料内容のスライドでも空欄になっており、説明の際に空欄に文

字を入れるので、寝ていることができないような講演であった。 

こういう講演の仕方もあるのかなと感心した。 

 

議長   空欄に文字を入れることで、緊張して聞いていたので、よい講演であ

った。 

 

議長   ただいま報告のありました「主要業務報告」について、委員各位の質

問、意見を求めます。 

 

     （質疑） 

 

２番委員 ６．２ヘクタールを耕作したことは、出来そうで出来ないことで、素

晴らしい事である。 

     気になることは、この手間暇は有償であったのか、無償であったのか。

有償であれば、その原資はどこから支出したのか。 

わかれば教えてほしい。 

 

議長   ４番委員、わかれば教えてほしい。 

 

４番委員 詳しいことはわからないが、農業委員会が会議して実施した。 

     要望を基に農業委員会が率先して実施した。 

     いくらかかった話はありませんでした。 

 

議長   我々もそこまでは質問しなかった。 

大したものだの位の感覚であった。 



 

２番委員 わかりました。 

 

事務局次長 資料を見るとこれは町と連携して農地再生と集積を実施している

と書いてありますので、町が関わっているので、何かしら支援があっ

たと思われます。 

農業委員会だけでは無理と思われますので、機会があったら聞い 

てみます。 

 

議長   わかったらあとで報告します。 

 

議長   なければ、これで質問を終わります。 

 

議長   続いて、会議次第４・付議事件に移ります。 

 

議長   議案第１号「農用地利用集積計画の決定について」を議題とします。 

     なお、今回の案件は、○○番○○委員が当事者となっております。 

農業委員会等に関する法律第３１条により、委員は自己等に関係あ 

る事項については、審議から外れることになっています。 

お諮りします。 

本来なら審議の間、○○番委員につきましては、退席していただく

ところですが、従来の慣例通りに、審議の間は発言を控えるというこ

とで、在席のまま進めたいと思いますが、ご異議はございませんか。 

 

（異議なしの声あり。） 

 

議長   異議なしの声がありましたので、議事を進めます。 

 それでは事務局の説明を求めます。 

 

事務局次長 これについては、利用権設定等促進事業の実施によって農用

地について転用するため利用権設定等が行われる場合には、農

地法５条１項の許可を受けることを要しないこととされている

ために今回議案に挙げました。 

今回借受人である株式会社○○は認定農業者であり、上小島

の人農地プランの実質化の経営体にも加入されており、農地の

利用集積に取組んでいるため、利用権設定等の要件が満たして



います。それで農用地利用集積計画に挙げました。 

      農地についても市町村整備計画を変更し、農業用施設用地

に用途変更しました。 

資料を基に説明 

     （利用権の設定１件） 

 

議長   事務局の説明が終わりました。 

続いて現地調査をされた ５番矢部幸彦委員に報告をしていただき

ます。 

 

５番委員 ３月１５日に江川会長、私矢部、杉原推進委員３名で、現地調査に行

ってまいりました。 

１０ページ、１１ページの写真のとおり雪が積もっており、目視で

は境界等は確認できませんでしたが、○○さんの話によると境界はし

っかりしていると説明を受けまして、設置しても周辺農地等への支障

はないとする。 

 

議長      これより、質疑を行います。 

 

議長   これで質疑を終わります。これより討論に移ります。  

 

議長   これで討論を終わります。 

これより議案第１号「農用地利用集積計画の決定について」を採決 

します。 

     お諮りします。議案第１号「農用地利用集積計画の決定について」 
は申請の通り承認するにご異議ありませんか。 

 

    （異議なしの声あり） 

 

議長   異議なしと認めます。 

したがって議案第１号農用地利用集積計画の決定について」は申請 

の通り承認されました。 

 

議長   続きまして、議案第２号「農用地利用集積計画の決定について」を議

題とします。 

 事務局の説明を求めます。 



 

事務局次長 資料を基に説明 

     （利用権の設定８６件） 

 

議長   事務局の説明が終わりました。 

    これより、質疑を行います。 

 

９番委員 人農地プランを介しているものはどれか。 

 

事務局次長 人農地プランについては、農政係でやっていますので、聞かないと

わかりませんので、後で調査して報告したいと思います。 

 

議長   事務局から後でお知らせするということでよいですか。 

 

９番委員 わかりました。 

 

議長   他にございませんか。 

 

議長   これで質疑を終わります。これより討論に移ります。  

 

議長   これで討論を終わります。 

これより議案第２号「農用地利用集積計画の決定について」を採決 

します。 

     お諮りします。議案第２号「農用地利用集積計画の決定について」 
は申請の通り承認するにご異議ありませんか。 

 

    （異議なしの声あり） 

 

議長   異議なしと認めます。 

したがって議案第２号「農用地利用集積計画の決定について」は申 

請の通り承認されました。 

 

議長   続いて、次第５・その他 に移ります。 

     （１）当面の日程等について事務局の説明を求めます。 

 

事務局より当面の日程について説明 



 
議長   （２）次回総会開催日について、事務局の説明を求めます。 

 

事務局より次回総会開催日について説明 
 

議長   続いて、（３）その他 に移ります。 

     事務局何かありますか。 

 

事務局  特にありませんのでご了承ください。 

 

議長   委員の皆さんより他にありませんか。 

      

８番委員 いま、営農計画の面談ということで歩いていますが、今回利用権設定

の出された○○さんのところに親戚の子供が帰ってきて、農業を手伝う

話を聞いた。６０歳を過ぎて定年で帰ってきた。 

その方に対して支援する方法はないのか、行政の方でよい方法はない

のか。 

情報提供でお知らせしました。 
 
議長   ○○地区か。 
 
８番委員 ○○地区である。 
     息子でなく、親戚の子である。 
 
３番委員 ○○さんの下の家で、父は亡くなりましたが、○○さんです。 
     農業の話は聞いてはいません。 
 
８番委員 田を３枚か４反ぐらいを任せてみる話であった。 
     将来的には、○○さんの後を継いでもらいたい。 
 
議長   機械も貸すのであろう。 
     場所はどこか。 
 
３番委員 いま耕作してるところは何とかなる。 
     荒らしているところは木が生えて、現状はだめである。 
議長   ○○さんのところ良いが、○○（地区）はダメであろう。 



      
３番委員 まとまって借りているところは良いが、○○の人は高齢化で、彼が帰

ってくればよいと思う。 
 
議長   農業委員として気にかけてほしい。 
 
３番委員 ○○さんに聞いてみます。 
 
議長   その他にありませんか。 
 
議長   なければ、以上で本日予定されていました案件は全て終了しました。 

 

議長   これで「第８回西会津町農業委員会総会」を閉じます。お疲れさまで

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


