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第１１回 西米良村農業委員会総会議事録 

 

Ⅰ 開催日時及び場所 

 日 時： 平成３１年３月２５日（月）  １３：００～１４：３０ 

 場 所： 西米良村基幹集落センター ２階会議室 

 

Ⅱ 出席委員（農業委員７名） 

 １番：中武武司会長、２番：黒木保正、３番：黒木廣喜、４番：黒木和子、 

５番：田爪朝幸、６番：上村好彦、７番：佐伯秀巳 

 

Ⅲ 提出議題 

 議案第１号  農地利用集積円滑化事業による農地利用権設定について 

 議案第２号  平成３１年度農業委員会活動計画について 

  

Ⅳ 総会経過 

 

 １ 開 会 

   農業委員会事務局長 上米良重光の進行で開会した。 

 

 ２ 会長あいさつ 

   開会にあたって、中武武司会長があいさつを行った。 

    

 ３ 議 事 

   西米良村農業委員会会議規則第３条第１項の規定により、中武武司会長が議長とな 

って議事を進行した。 

 

 審議に先立ち、中武武司会長より、田爪朝幸委員と上村好彦委員が議事録署名者に 

指名された。 

   

  【中武武司会長】 

   議案第１号「農地利用集積円滑化事業による農地利用権設定」について、事務局か 

ら説明をお願いします。 
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  【事務局】 

第１号議案「農地利用集積円滑化事業による農地利用権設定」について説明をい 

たします。Ａさんが村有地（柚子団地）で４月から新規就農者として営農されます 

ので、農地利用集積円滑化事業による農地利用権設定を計画しております。 

利用権設定をする者として、①西米良村、②西都農業協同組合。利用権設定を受け 

る者として、①西都農業協同組合、②Ａさんとなります。貸付農用地は、西米良村 

大字村所字砿山谷 216-8 外 4筆、合計面積 畑 180a（1.8ha）です。利用期間は、 

平成 31年 4月 1日から平成 41年 3月 31日の 10年間となります。賃貸料は、10a 

当たり 5,734円*180a=103,200円。100円未満切り捨て。 

※資料に沿って説明をした。 

      

 【中武武司会長】 

    事務局から、説明を受けたところですが、質疑はございませんか。 

 

【委員一同】 

    ありません。 

 

【中武武司会長】 

    質疑もないようですので、議案第１号「農地利用集積円滑化事業による農地利用

権設定」について異議のある方はいらっしゃいませんか。 

 

【委員一同】 

  異議なし。 

 

【中武武司会長】 

全委員賛成ということで、議案第１号「農地利用集積円滑化事業による農地利用 

権設定」については、よろしくお願いします。 

次に議案第２号「平成 31年度農業委員会活動計画」について、説明をよろしく 

お願いします。 

 

【事務局】 

第２号議案「平成 31年度農業委員会活動計画」について説明をいたします。 

※別添の資料の各行事について説明を行った。 
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日　時 場　所 内　容 対象者

4月25日(木) 役場
西米良村農業委員会総会
非農地判断調査等、農地法案件

全委員

5月22日～23
日

宮崎 農業者年金新任職員・担当者研修会 事務局

5月27日～28
日
2日間

東京 全国農業委員会会長大会 会長

5月28日(火) 役場
西米良村農業委員会総会
非農地判断調査等、農地法案件

全委員

5月 未定 西都児湯市町村農業委員会連絡協議会通常総会 会長

5月中旬 宮崎 農業委員会初任者研修会、農地ナビ研修会 事務局

5月下旬 宮崎 市町村農業委員会事務局長会議 事務局長

6月25日(火) 役場
西米良村農業委員会総会
非農地判断調査等、農地法案件

全委員

6月中旬 宮崎 宮崎県農業者年金受給者協議会総会
農年会長等
事務局

6月 未定 児湯農業改良普及事業推進協議会総会
会長
事務局長

7月25日(木) 役場
西米良村農業委員会総会
非農地判断調査等、農地法案件

全委員

7月中旬 宮崎 農業者年金記録管理システム研修会 事務局

7月下旬 高鍋町

西都・児湯管内農委、ＪＡ、農地・農年事務担当者合同研修会
・研修会
・グラウンドゴルフ

全委員

8月22日(木) 宮崎 農業者年金加入推進特別研修会 事務局

8月26日(月) 役場
西米良村農業委員会総会
非農地判断調査等、農地法案件

全委員

8月上旬
西米良村
役場 全国農業新聞全国統一普及強調月間（8～10月）に伴う市町村巡回

会長
黒木和子委員
事務局

8月上旬 宮崎 農地実務担当者会議 事務局

8月中旬 宮崎 農業委員・推進委員研修会 事務局

9月25日(水) 役場
西米良村農業委員会総会
非農地判断調査等、農地法案件

全委員

10月25日(金) 役場
西米良村農業委員会総会
非農地判断調査等、農地法案件

全委員

10月中旬 宮崎 農業委員会研修会(中間管理事業推進大会) 全委員

10月 西都市 西都・西米良農業4団体研修会事前協議
田爪朝幸委員
事務局

10月 未定 管内農委会長・農年会長・事務局長合同会議
各会長
事務局長

10月 未定 西都児湯市町村農業委員会連絡協議会委員研修会 全委員

11月25日(月) 役場
西米良村農業委員会総会
非農地判断調査等、農地法案件

全委員

11月　2日間 九州管内 管内農委会長・農年会長・事務局長県外視察研修
会長
事務局長

11月上旬 宮崎 農業者年金業務適正化研修会 事務局

11月中旬 宮崎 市町村農業委員会事務局長会議 事務局長

11月
農地意向調査（第３２条１項）
・調査表発出　11月末まで
・調査表期限　1月末まで

事務局

12月25日(水) 役場
西米良村農業委員会総会
非農地判断調査等、農地法案件

全委員

12月 西都市 西都・西米良農業4団体研修会 全委員

1月27日(月) 役場
西米良村農業委員会総会
非農地判断調査等、農地法案件

全委員

1月上旬
西米良村
役場 全国農業新聞全国統一普及強調月間（1～2月）に伴う市町村巡回

会長
黒木和子委員
事務局

1月下旬 西都市 管内事務局長会議 事務局長

2月25日(火) 役場
西米良村農業委員会総会
非農地判断調査等、農地法案件

全委員

2月中旬 宮崎 農業者年金受給者協議会会長・事務局長合同研修会
農年会長
事務局

2月中旬 宮崎 農業委員・推進委員研修会 全委員

2月下旬 宮崎 市町村農業委員会会長及び事務局長会議 全委員

3月25日(水) 役場
西米良村農業委員会総会
非農地判断調査等、農地法案件

全委員

3月下旬 未定 管内農委会長・農年会長・事務局長合同会議
会長
事務局長

平成３１年度　農業委員会委員活動計画表(案)
平成31年3月25日現在

※8月から農地利用状況調査を各地区担当で実施予定。  
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【委員一同】 

    ありません。 

 

【中武武司会長】 

    質疑もないようですので、議案第２号「平成 31 年度農業委員会活動計画」につ

いて異議のある方はいらっしゃいませんか。 

 

【委員一同】 

  異議なし。 

 

【中武武司会長】 

全委員賛成ということで、議案第２号「平成 31年度農業委員会活動計画」につ 

いては、よろしくお願いします。 

本日は、これで審議を終わります。 

 

 

   事務局長が、総会を閉会する。 １４：３０ 

   議事を作成した者の職、氏名 

   事務局長  上米良重光 

   事務局   後藤田真利 

 

  以上、会議の顛末を記録し、その相違なきことを証するため署名する。 

   議長    会長 

   署名委員  ５番委員 

   署名委員  ６番委員 


