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西会津町農業委員会 



 

第９回 西会津町農業委員会総会議事録 

 

１．期日 

令和３年４月２０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 ３番委員 三瓶 常夫 ４番委員 岩原 稔 

５番委員 矢部 幸彦 ６番委員 江川 政次 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  

11 番委員 佐藤 正光 12 番委員 江川 新壽 

（推進委員） 

２番委員 伊藤 一郎 ３番委員 杉原 徳夫 ４番委員 目黒 信一 

５番委員 長谷川耕二 ６番委員 長谷川辰男 ８番委員 佐藤 武   

 

５．欠席委員  

（農業委員）２番委員 佐藤 健一  

（推進委員）１番委員 三留 智篤 7 番委員 加藤 勝 

９番委員 山口 幸平 10 番委員 小野木洋一 

11 番委員 猪俣 久一 

 
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４５分 

 

 

議長   おはようございます。 

     何かとお忙しい頃おいでいただきましてありがとうございます。 

よろしくお願いします。 

 

議長   これより総会を開会します。    

     本日は、総会終了後、農林振興課より多面的機能支払交付金事業の次

期計画見直しに係る協力について、説明がありますので、ご了承くださ

い。 

 本日の出席委員は農業委員の定数１２名に対して１１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９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、 

     ４番 岩原  稔 委員 

     ８番 小原 利道 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、事務局より報告いたさせま 

す。 

 

事務局次長 （主要業務について報告する。） ～ 

 

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。 

 

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「農地法第３条第１項の規定による許可申請に対す

る処分について」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 

 

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杉原徳夫推

進委員に報告をしていただきます。 

 

杉原推進委員 ４月８日、譲受本人立会いのもと現地の調査を行いました。 

現地につきましては説明のとおりブルーベリーが植栽されてお

ります。もともと譲渡人であります○○さんの父親がブルーベリ

ーを植栽して父親が亡くなってしまい、息子・○○さんが管理をし

ていたということでありますが、管理ができないということで、○

○さんに管理をお願いするという形でこの農地を貸す形をとった

ということです。調査報告書の記載のとおり譲受本人が今後管理

を引き続いて実施するところでございます。 

問題はないのかなと感じました。 

以上で報告を終わります。 

 

議長   報告が終わりましたので、これより、質疑を行います。 

 

１番委員 ブルーベリーが現在栽植されている面積はどのくらいあるのか。 

借地が５年に設定しているが、これから苗を植えて２，５００平方メ

ートル、その他１，６００平方メートルはどのように取り扱うのか。 

直営について説明をお願いします。 

 

事務局次長 申し出のあった面積は２，５００平方メートルで、この面積で耕作

を行うそうです。 

５年となっていますが、これにつきましては現在も引き続きブル 

ーベリーを植栽し、５年間はやりたい考えです。 

この方については、すべて自分で行いたいそうです。 

収穫したものはよりっせ等に販売したいという考えで、全部自分で

やりたいという考えです。 

 

１番委員 直営でなく、直売ですね。 



     直営だと会社組織を作っていると思われる。 

     杉原推進委員、今栽植しているブルーベリーはどのくらいあります

か。 

 

杉原推進委員 直営ということは自分でやるという意味で、自らがやる。 

生産拡大箇所については委託と書いてあり、これに対して直営

だということだと思います。 

トラクターとか大型器機はなく、耕起作業については、人にお願

いしてやるという意味です。 

それに対して、播種とか植付けといった作業は自らやっていくこ

とです。 

ブルーベリーは２反ほど植わってまして、まだ土地がかなり残っ

ている。もっと拡大しようとして畑を確保している。そこは途中で

亡くなってしまって断念した。そこを拡大して今後やっていこうか

ということ、そういった場合には耕起作業は誰かにトラクターで呻

ってもらう。自らは新たに苗木を植えたりして規模拡大を少しずつ

やっていこうかということだったと思います。 

 

１番委員 併せて２，５００平方メートルか。 

新たに２，５００平方メートルか。 

 

杉原推進委員 植わっている部分を含めて、２，５００平方メートルです。 

 

議長   １番委員、よろしいですか。 

 

１番委員 はい。 

 

議長   他にございませんか。 

 

１１番委員 農地の貸し借りの中で、利用権の設定の手続きと本体の申請の手

続きの違いを教えてほしい。 

 

事務局次長 利用権の設定につきましては、耕作者が担い手とか認定農業者な

どちゃんとした農業経営を行う方が利用権設定の受け手として申請

できることですが、今回の申請者については、新規就農で、また耕作

する農地もなかったので、利用権設定の申請には当たらないと思わ



れ３条申請にしました。 

 

１１番委員 わかりました。 

 

議長   他にありませんか。なければ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「農地法第３条第１項の規定による許可申請

に対する処分について」を採決します。 

     お諮りします。議案第１号「農地法第３条第１項の規定による許

可申請に対する処分について」は申請の通り承認するにご異議あり

ませんか。 

 

議長   異議なしと認めます。したがって議案第１号「農地法第３条第１項

の規定による許可申請に対する処分について」は申請の通り承認

されました。 

 

議長   続きまして、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。 

     なお、今回の案件は、○○番 ○○委員、○○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、○○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 資料を基に説明 



     （利用権の設定３６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。 

 

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」 
は原案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」は原 

案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。 

 

事務局次長 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。 

 

事務局次長 次回総会開催日について説明 
総会終了後、農地中間管理事業について、研修会を開催したい旨

を説明 

 

議長   今の研修の件について、お諮りします。 

 

議長   研修会の時間はどれくらいか。 

 

事務局次長 総会が１時間、研修会が１時間くらいで終わりたいと考えていま

す。 



 

議長   総会が１時間、その後に研修会が１時間くらいで、午前中に終わる 

予定です。 

     研修会をやってもよろしいですか。 

 

（異議なしの声あり。） 

 
議長   続いて、（３）その他 に移ります。 

     委員の皆さん、何かありますか。 

 

１１番委員 今年度、水田面積を図り直した話を聞いたが、どうして見直しをし

たのか。 

 

事務局長  今年度より経営所得安定対策の申請、営農計画書の提出をいただ

いているのですが、国が推進しています電子申請、オンラインによる

申請が始まります。これを機に水田台帳の見直しということで取り

組んでいまして、その中で水田面積についても基準を設けまして、適

正化を図ろうかということで取り組みました。 

水張面積について一定の基準で去年水田の見直しを行いまして、

今年度の申請から反映させようとことで行っています。 

そういった事情から見直しを行いました。 

 

１１番委員 あくまでも計算の中で水田の面積を出したということで実測では

ないということですね。 

 

事務局長 そうです。 

     基準を見直したということです。 

 

議長     よろしいですか。 

 

１１番委員 わかりました。 

 

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９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。 

 

 

 


