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令和元年 9 月定例 小値賀町農業委員会総会議事録 

 

1. 開催日時： 令和元年 9 月 27 日（金） 午後 1 時 30 分～午後 2 時 15 分 

2. 開催場所：小値賀町役場 2 階西側会議室 

3. 出席委員：（12 人） 

会長 松山 多作    

会長職務代理者 2 番 小﨑 八郎治    

委員 3 番 吉田 英章 4 番 江川 克彦 5 番 川久保 和幸  

 6 番 宮﨑 幸二 7 番 大田 廣 8 番 前田 猛  

 9 番 岡野 耕藏 10 番 北野 長義 11 番 入口 政隆  

 12 番 土川 浩子 13 番 迎 広子 14 番 小高 陽子  

     

（推進委員：4 人） 15 番 大久保 勉 16 番 木村 一夫 17 番 筒井 正美 18 番 福田 直次 

            

4．欠席委員： 5 番 川久保 和幸 委員、10 番 北野 長義 委員 

 

5．議事日程 

第 1  会議録署名委員の指名について  14 番 小高 委員、2 番 小﨑 会長職務代理者 

第 2  その他 

・委員研修旅行について 

・次回総会の日程について 

 

6．農業委員会事務局職員 

  事務局長  西 浩康 

 

7．議事参与制限  無し 
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8．会議の概要 

西局長： みなさん、こんにちは。 

定刻となりましたので、只今より、令和元年9月の農業委員会定例総会を開催いた

します。 

本日は、川久保委員・北野委員が所用で欠席ですが、定足数に達していますので、

総会は成立しております。それでは、会長にあいさつをお願いします。 

 

松山会長： みなさん、こんにちは。 

このところ、朝晩は涼しくなってまいりました。ここ一週間ほど雨予報が続きま

すが、今日は良い天気となり、農作業等でお忙しい中お集まりいただきありがとう

ございます。それでは始めたいと思います。 

それでは議事に入ります。日程第1 会議録署名委員の指名について を議題といた

します。私に一任して頂けますでしょうか。 

 

全員： はい。 

 

松山会長： ありがとうございます。それでは指名します。14番 小高 委員、2番 小﨑 委員に

お願いします。 

それでは、日程第2 その他について を議題といたします。事務局より説明をお願

いします。 

 

西局長： 本日は議案はございませんので、その他ということで、最初に活動記録簿の記載

方法についてお話ししたいと思います。 

 

先月、説明した折に、委員の皆さんから「△○のところは✓ではないか」とご指

摘があり、農業会議に確認したところ、やはり✓が正しいということですので、今

まで通りに記入お願いします。右側の活動の分類のところに✓をつけて、左の活動

件数の欄に、一日なら○、半日なら△を記入お願いします。 

配布している用紙は、他の委員さんがどのように記載しているのかを皆さんに知

って頂くために、昨年度と今年度に皆さんからご提出頂いている活動記録簿の中か

らピックアップして記入したものです。 

備考欄に記載していますが、例えば、備考欄の一番上は、農業者年金の加入推進

に関する活動ですので、活動の分類の欄は農業者年金の加入推進に✓を記入し、備

考欄に「○○地区の▲▲さんを事務局と戸別訪問した」と記載しています。 

次の例は、「常会で農業新聞と農業者年金について勧誘およびパンフレットの配

布」で、先日5部ずつ配布した加入推進パンフレットを常会で配布したということを

記入しています。これは「全国農業新聞の普及」の欄へ✓が記載されています。 

次が「○○さんよりハウス新設により農地の相談があった」で、チェック欄が「農

地確保へ向け農地所有者・地域との調整」に✓をつけています。 
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次が「農地の出し手（○○さん）と話をした」で、これは「農地所有者等への働

きかけ」の欄への✓です。 

その次は、「他地区より参入の相談と対応」で、畑が有るか無いかの相談だったか

と思いますが、これは「農地活用相談」に✓をつけています。 

次が「○○(小字)●●番の畑を△△さんに相談」で、あの畑が荒れそうなので作

ってもらえないかという相談をしたということですが、これは「農地の出し手・受

け手の掘り起こし」に✓がついています。 

また、「○○さんより農地貸借の相談があった」で、これも「農地活用の相談」に

✓がついています。 

次が、「高齢による耕作放棄地所有者との対面話し合い」で、年をとってきたので

作れなくなったということで、その方との話し合いをしたということですが、これ

は「農地所有者等への働きかけ」に✓がついています。 

また、「村の初寄りの時に中間管理事業等の説明をした」で、これは「農地中間管

理機構との連携活動」に✓がついています。 

最後に、「新年会に来た○○さん、○○さんに話をした」で、これは「農業者年金

の推進」に✓がついています。 

このように、なんでも結構ですので何かしら書いていただいていたら、拾えるも

のもあると思いますので、「農地の話をした」や「農地の相談があった」等でも結構

ですので、書いていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

何かご質問等ありますか。 

 

各委員： （特になし） 

 

西局長： 活動の分類の欄の✓をつけるところがわからない場合は、活動記録簿を持ってき

て頂いたときに、事務局に聞いていただければ、こちらで判断してチェックをつけ

ますので、よろしくお願いいたします。 

 

松山会長： 何か質問ございませんか。無いようでしたら、この件については終わります。 

 

西局長： 次に、今年度の視察研修旅行ということで、日程は11月頃と決めていましたので、

そろそろ本格的に日程調整・宿泊予約等をしないといけないので、資料を準備しま

した。 

最初に、「視察先候補一覧」という資料がありますが、これは県の農業会議/内藤

さんにお願いして資料を送って頂きました。九州・沖縄の視察の候補先が書いてあ

ります。前回総会では、鹿児島あたりが良いのではないかという話がありましたが、

鹿児島の候補先は湧水町とさつま町があり、内容としては農地利用の最適化をメイ

ンに実施している所で、特徴は記載のとおりです。資料に記載のない内容でも希望

があれば、湧水町やさつま町の農業委員会に連絡して、例えば「耕作放棄地の解消

はどうやっているか」等の話が聞けたらいいなと思っています。いかがでしょうか。 
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松山会長： 日程は2泊3日で計画をあげさせて頂いております。以前からこの計画で動いてお

りますので、今年度もこの方向で行きたいと思います。みなさんの方から場所の希

望ないでしょうか。 

これまでが、九州北部メインでやってきておりますので、前回も話しております

が、南九州はどうかという話になっております。初めての方もいらっしゃるので、

ご意見があればよろしくお願いします。ある程度場所が決まれば、日程調整と視察

先は事務局で考えていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。ここが

良いという所は無いでしょうか。筒井さん、無いでしょうか。 

 

筒井推進委員： お任せします。 

 

松山会長： 女性委員さんからは無いでしょうか。 

 

土川委員： 二日とも鹿児島ですか。 

 

西局長： それは、皆さんの希望通りにしたいと思います。 

 

松山会長： 貸切バスで高速道路を通って移動すると思いますので、九州管内はどこでも行け

ると思います。 

 

西局長： ネットで調べると、佐世保から鹿児島中央駅までの所要時間は、高速道路を使っ

て約4時間でした。 

 

各委員： ＜協議＞ 

 

松山会長： 鹿児島で調整しましょうか。 

視察先の受け入れ態勢もあるでしょうから、まずは鹿児島の農業委員会にあたっ

てみて、あとは観光地をそれに沿って探してもらって、二泊目は近まわりに来ても

いいから。 

 

西局長： 11月のカレンダーを配布していますが、日程を決めて頂いてよろしいでしょうか。 

 

大久保推進委員： 土日が入っても良いですか。 

 

西局長： 研修先は、休日は難しいでしょうね。 

 

松山会長： 11 月 6～8 日は園芸部会の研修旅行で、6,7 日が県北の和牛共進会です。 

あまり下旬になると寒くなってくるので 10 日の週でよろしいでしょうか。 
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西局長： この週で都合の悪い方はいらっしゃいますか。 

17 日はふるさと産業祭り、16 日は野菜の品評会です。私は 10 日に関東小値賀会

があります。11 日は戦没者慰霊祭ですが、大丈夫でしょうか。 

 

松山会長： 戦没者慰霊祭には出席しないといけないでしょうね。13～15 日にしましょうか。 

 

大久保推進委員： 15日は厳しいのではないですか。16日は品評会と産業まつりの準備があるので…。 

 

西局長： それでは、12～14日でよろしいですか。 

 

福田推進委員： 地区の精米所の仕事が火・木で二日かぶります。 

 

西局長： それでは、13～15日でもよろしいでしょうか。 

 

全員： はい。 

 

西局長： では日程は 13～15 日で決定したいと思います。 

ある程度の行程表として図を示しています。 

1 日目：7:00 フェリー→貸切バス移動→昼食→15:30 頃鹿児島着→観光→ホテ

ル 

2 日目：9:00 頃ホテル発→視察研修→昼食→観光（2 か所）→ホテル 

3 日目：9:00 頃ホテル発→昼食→14:00 頃佐世保→自由時間→15:50 高速船 

という、だいたいの行程表を作っていますが、できれば宿泊先の温泉を決めて頂

ければと思います。鹿児島だったら指宿温泉か霧島温泉がありますが、霧島温泉は

山の中ですね。 

 

木村推進委員： 翌日の視察先の場所にもよるでしょうね。 

 

西局長： さきほどの湧水町とさつま町は山間部ですので、霧島温泉が近いですが。県内な

ので移動を 1 時間みておけば大丈夫とは思いますが、指宿も南の方で遠いですよね。 

 

小﨑委員： 動きが良いように、任せます。 

 

松山会長： 鹿児島の農業委員会に視察先を問い合わせてみて、それから近い所を尋ねてみた

ら良いんじゃないでしょうか。 

 

西局長： はい。 

2 日目の宿泊はどうしましょうか。鹿児島に泊まるか、別のところに泊まるか。 
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木村推進委員： 九州の中央あたりまで戻ったほうがいいのでは。 

 

西局長： では熊本あたりまで戻るようにしましょう。 

3 日目は熊本から佐世保まで帰るようになりますが、佐世保着が早くなると思い

ますが、その後は自由時間でよろしいでしょうか。12 時の高速船には間に合わない

でしょうから、帰りの便は夕方の高速船かフェリーとなります。 

観光地は事務局に一任でよろしいでしょうか。 

 

全員： はい。 

 

西局長： では観光地まで含めた行程を来月の総会で皆さんに諮るようにします。観光地は

変更できますので、視察先だけでも入れるようにします。では日程 11 月 13～15 日

で行きますので、皆さん日程の調整よろしくお願いいたします。 

 

松山会長： では、次に次回総会の日程を決めたいと思います。 

28 日の週で都合が悪い方いますか。 

 

各委員： ＜協議＞ 

 

松山会長： では 29 日で宜しいでしょうか。 

 

全員： はい。 

 

松山会長： では 10 月 29 日 13：30～でよろしくお願いします。 

その他、皆さんから何かありませんか。 

 

大田委員 今、枯松が倒れてイノシシ対策のワイヤーメッシュが痛んでいるんですが、ワイ

ヤーメッシュは余分にあるんでしょうか。 

 

西局長： 今、農林係に確認しましたが、予備はあるようなので農林係に相談して頂ければ

と思います。 

 

大久保委員： 農地・水と中山間の説明はどうなっているのでしょうか。12 月までに話をしない

と、1 月は役決めをしないといけないので、来年では遅いんですよね。なので、早

めにしてもらわないといけないです。 

 

西局長： 農林係につないでおきます。 

 

大久保委員： 中山間は内容が変わるんでしょうか。 
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松山会長： 中身は変わらないんですが、荒れさせた場合の返還の条件が緩和されるようです。 

 

大久保委員： 条件付きで。 

 

松山会長： はい、条件付きです。「高齢でどうしようもなく荒れた」等はこれまで遡って全額

返還だったのが、荒れた時点からに緩和されるようです。 

 

大久保委員： 条件がわからないですね。 

 

小﨑委員： その話はこれから出てくると思います。 

 

松山会長： まだ話が来ているかどうかもわからないです。 

その他、無いでしょうか。 

前田委員さんが足の手術で 10 月 22 日から入院されますので、次回総会と研修旅

行は欠席しますということです。 

 

前田委員： すみません、皆さんご迷惑をおかけします。 

私も最後なので研修旅行は楽しみにしていましたが、どうしても足がダメなので

手術をしないといけなくなりました。21 日入院で 30 日手術、約 2 か月間の入院で

すので、ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。 

 

松山会長： 皆さん、ご了解をお願いします。 

他に皆さんから無いようでしたら、これで総会を終わります。お疲れさまでした。 

 

 


