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第２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： 令和元年５月２１日（火）  １５：００～１７：００ 

 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 農地利用状況調査（現地確認）について 

 議案第２号 平成３１年度 西米良村農業委員会事業計画について 

   

Ⅳ 総会経過 

 

 １ 開 会 

   農業委員会事務局長 濵砂 亨の進行で開会した。 

 

 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、３番 黒木廣喜委員と４番 黒木和子委員が議 

事録署名者に指名された。 

   

  【中武武司会長】 

    議案第１号「農地利用状況調査（現地確認）」について、事前に現地確認をしま 

したが、大変お疲れ様でした。それでは、事務局から説明をお願いします。 

 

【事務局】     

    農地利用状況調査（現地確認）について、説明いたします。 

    今回、ゆず団地、中型カラーピーマン農家を対象に現地確認を行っていただきま 

した。中間管理機構をとおして、村有地の貸借を行っている農地も含めて現地確認 
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を行っていただいたところですが、詳細を説明いたします。 

    １ ゆず団地 

      ①Ａ 氏 1.9ha 927本 

      ②Ｂ 氏 2.2ha 833本 

      ③Ｃ 氏 1.8ha 688本  合計 5.9ha 2,448本 

      ※貸借契約の面積のみ計上している。残り 1.7ha 約 550本を新規就農者に 

貸付けする予定にしている。 

 

    ２ 中型カラーピーマン 

      ①Ｄ 氏 32.4a 

      ②Ｅ 氏 39.2a 

      ③Ｆ 氏 40.5a 

      ④Ｇ 氏 24.6a 

      ⑤Ｈ 氏 12.9a 

      ⑥Ｉ 氏 20.9a 

      ⑦Ｊ 氏 20.0a 

      ⑧Ｋ 氏 21.8a    合計 212.3a = 2.1ha 

 

    以上で説明を終わります。 

 

  【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、決をとります。議案第 1号「農地利用状況調査(現地確 

認)」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】 

  全員異議なし。 

 

【中武武司会長】 

全委員賛成ということで、議案第 1号「農地利用状況調査(現地確認)」について 

は、可決されました。次に議案第 2号「平成 31年度西米良村農業委員会事業計画」 

について、事務局から説明をお願いします。 



                   3                   

  

  【事務局】 

それでは、第 2号議案「平成 31年度西米良村農業委員会事業計画」について説 

明をいたします。 ※下記のとおり、活動計画と事業費の説明を行った。 

日　時 場　所 内　容 対象者

4月18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10日(金) 高鍋町 西都児湯市町村農業委員会連絡協議会通常総会 会長、事務局

5月15日(水) 役場 全国農業新聞市町村巡回
会長、和子委員、
事務局

5月17日(金) 宮崎 市町村農業委員会事務局長会議 事務局長

5月21日(火) 役場
西米良村農業委員会総会
事業計画等、農地利用状況調査(柚子団地、カラーピーマン団地)

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

6月5日(水) 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

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

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月上旬 高鍋町 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

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4日(金) 高鍋町 西都児湯市町村農業委員会連絡協議会委員研修会及び野外研修 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

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

平成３１年度　農業委員会委員活動計画表
令和元年5月21日現在
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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月中旬 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

※8月から農地利用状況調査を各地区担当で実施予定。  

 引き続き収支予算書について説明を行う。 

１．収入

区 分
本年度予算額

　　　（円）
前年度予算額

　　　（円）
増減額

　　　（円）
備考

県 補 助 金 1,258,000 1,303,000 -45,000
・宮崎県農業委員会交付金　1,087千円
・農業者年金業務委託手数料 151千円
・特例事業(売買事業)　　         20千円

村 費 5,335,500 5,264,000 71,500

そ の 他 301,600 204,000 97,600
天包山施設等貸付収入(カラーピーマン団地)
天包休憩所(田爪朝幸氏)

合 計 6,895,100 6,771,000 124,100

２．支出

区 分
本年度予算額

　　　（円）
前年度予算額

　　　（円）
増減額

　　　（円）
備考

報 酬 890,000 890,000 0
・会長　　　　170千円
・委員　　　　120千円×6名

職 員 人 件 費 等 5,362,000 5,231,000 131,000 職員給与、手当、共済費

旅 費 202,000 335,000 -133,000
・普通旅費(職員)　　22千円
・研修費(職員)　　　 23千円
・費用弁償(委員)   157千円

需 用 費 89,000 78,000 11,000

・農業委員業務必携
・活動記録セット
・農業委員手帳
・農家相談の手引き等
・農業委員会キャップ
・燃料代　　　　　　　　 3千円

役 務 費 179,000 179,000 0

・電話代　10千円
・農地台帳システム保守料 162千円
・公務災害補償制度  7千円

委 託 費 116,000 0 116,000
農地台帳のデータ更新に係る住基、固定資
産税台帳の反映

負担金、補助及び
交 付 金 57,100 58,000 -900

・県女性農業委員連絡協議会負担金　 3千円
・県農業会議市町村負担金　 47千円
・西都児湯市町村農業委員会連絡協議会負担
金     7.1千円

合 計 6,895,100 6,771,000 124,100

収支予算書
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  【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、決をとります。議案第 2号「平成 31年度西米良村農 

業委員会事業計画」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】 

  全員異議なし。 

 

【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年度西米良村農業委員会事業計 

画」については、可決されました。 

ご意見、無いようですので、これで、審議を終わります。 

 

   事務局長が、総会を閉会する。 １７：００ 

   議事を作成した者の職、氏名 

   事務局長  濵砂 亨 

   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  ３番委員 

   署名委員  ４番委員 


