
合志市農業委員会総会議事録 
 

１．開催日時 平成 31年４月１日（月）午前 10時 20 分から午後 0時 10 分 

２．開催場所 合志庁舎２階 庁議室 

３．出席委員（14人） 

 

 

４．欠席委員 

 

 

５．議事日程 

１ 開 会 

２ 会議の成否 

３ 日程説明 

４ 仮議長の選出 

５ 議事録署名者の指名について（合志市農業委員会会議規則第１３条第２項の規定） 

６ 自己紹介 

７ 議事 

  第１号議案 会長の互選について（農業委員会等に関する法律第５条第１項・第２

項の規定） 

  第２号議案 会長職務代理者の互選について（農業委員会等に関する法律第５条

第５項の規定） 

  第３号議案 議席の決定について（合志市農業委員会会議規則第７条の規定） 

  第４号議案 各種委員会委員の選任について 

  第５号議案 その他 

       （１）合志市農業委員会互助会会則の改正について 

       （２）農業委員及の慶弔に対する贈呈内規の改正について 

       （３）その他 

 

会 長      14 番 福 嶋 求仁子 

会長職務代理者  1 番 大 薮 真裕美 

委 員      2 番 吉 川 幸 人 

〃        3 番 工 藤 信 夫 

〃        4 番 中 嶋 サツ子 

〃        5 番 衛 藤 彰 一 

〃        6 番 松 野 克 紀 

〃        7 番 吉 岡   近 

〃        8 番 平 野 昭 代 

〃        9 番 峯   隆 吉 

〃       10 番 嶋 田 昭 一 

〃       11 番 荒 木 安 孝 

〃       12 番 平 山 洋 生 

〃       13 番 村 上 裕 宣 

  なし 



６．農業委員会事務局職員 

局 長 衛 藤 文 明 

次 長 坂 上 範 行 

主 幹 武 田 直 子 

主 事 坂 本 晃 一 

 

  



（１）開会 

○事務局長 初総会を開催させていただきます。 

 私は、農業委員会事務局長の衛藤と申します。先ほど市長から紹介されましたけ

ども、３月までは次長ということで２年間お世話になりまして、きょうから局長と

いうことで拝命を受けました。よろしくお願いします。 

 私の他に３名おりますけども、後ほど自己紹介をさせていただき、挨拶をさせた

いと思っております。 

 委員の皆様におかれましては、合志市の第６期の農業委員に就任されまして、心

からお慶びを申し上げます。今回の総会は初めての総会ということで、農業委員会

等に関する法律第27条第１項ただし書の規定によりまして、合志市長名で招集させ

ていただきました。また、本日招集させていただいたのは、会長等を決定しません

と、農業委員会の証明書の発行や業務執行のための事務処理が滞ることになります

ので、本日招集させていただいております。 

 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 

（２）会議の成否 

○事務局長 次に、会議の成立を報告させていただきます。 

 農業委員会等に関する法律第27条第３項の規定により、総会は在任委員の過半数

以上が出席しなければならないと、開催することができないとなっておりますが、

全員お揃いですので、この総会が成立することを報告させていただきます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 

（３）日程説明 

○事務局長 続いて、本日の会議日程についてご説明申し上げます。 

 皆様の事前に配付しております総会次第によりまして進めます。このあと１枚開

いていただくと、仮議長の選出ということで、議事録署名者の指名、自己紹介、そ

のあとに第１号議案、第２号議案、第３号議案、第４号議案、そして第５号議案と

いうことで審議していただくことになりますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 

（４）仮議長の選出 

○事務局長 次に４番の仮議長の選出でございますが、会議の議長は会長がすることに

なっておりますが、初総会のため決まっておりません。議事の進行上、仮の議長が

必要ですので、事務局の案なんですが、最年長の委員さんにお願いしたいと思いま

すが、いかがでしょうか。異議ありませんでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

○事務局長 ありがとうございました。 

 それでは、本日出席していただいております委員さんで、中嶋委員さんが最年長

となりますので、仮議長のほうをお願いしたいと思います。 



 中嶋委員さん、議長席へお願いします。 

 

○仮議長（中嶋サツ子君） こんにちは。ただいまご指名をいただきました中嶋でござ

います。会長が決定しますまでの間、しばらく仮議長を務めさせていただきますの

で、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

 それでは、会議を進めます。 

 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 

（５）議事録署名者の指名について 

○仮議長（中嶋サツ子君） 議事録署名者の指名ですが、議席番号が決まっておらず、

どうするのか事務局より説明をお願いします。 

 

○事務局長 本日は初総会ということで、皆様の正式な議席の番号は決まっておりませ

ん。今、番号をふってあるのが仮の番号でして、まだ決まっておりませんので、あ

との３号議案のほうで議席を最終的には決定していきます。 

 本日出席していただいている委員さんの中から、下のほうから、最年少のほうか

らお二人指名したいなと考えておりますけども、いかがでしょうか。よろしゅうご

ざいますか。 

（はいの声あり） 

○仮議長（中嶋サツ子君） ただいま事務局より、最年少の方から２名の委員さんをと

いう説明がありましたが、このとおりでよろしいでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

○仮議長（中嶋サツ子君） では、異議なしということですので、お手元に配付してお

ります名簿の衛藤彰一委員さんと松野克紀委員さんを指名いたします。 

 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 

（６）自己紹介 

○仮議長（中嶋サツ子君） それでは、お手元に配付しております名簿順に自己紹介お

願いします。 

 

○事務局長 すみません、ページは６ページになりますので、その順番でお願いしたい

と思います。 

【自己紹介】 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 

（７）議案 

○仮議長（中嶋サツ子君） では、早速議事に入ります。 



 第１号議案、会長の互選についてを議題とします。 

 事務局より説明をお願いします。 

 

○事務局長 では、説明いたします。 

 農業委員会等に関する法律第５条第１項及び第２項で、農業委員会に会長を置き、

会長は委員が互選すると規定されておりますので、どなたか自薦でも他薦でもかま

いませんのでお願いしたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

 

○仮議長（中嶋サツ子君） 今、説明があったように、どなたか自薦でも他薦でもかま

いませんので、お願いします。 

【投票により会長は福嶋求仁子委員に決定】 

 

○仮議長（中嶋サツ子君） 会長は最多得票を得られました福嶋求仁子さんに決定しま

した。それでは会長にご挨拶をお願いいたします。 

 

○会長（福嶋求仁子君） 本日は、皆様に選んでいただきまして、本当にありがとうご

ざいます。身の引き締まる思いでございますけれども、女性として合志市を思い、

できることはどういうことかをしっかりと皆さんで話し合いながら、前へ進めさせ

ていただきたいと思います。 

 皆さんのご協力、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○仮議長（中嶋サツ子君） 会長が決定しましたので、農業委員会会議規則第４条の規

定により、議長を会長に交代いたします。 

 ご協力ありがとうございました。 

 議長交代のため、暫時休憩をいたします。 

 

○事務局長 トイレ休憩をとりますので、10分から始めたいと思います。 

（暫時休憩） 

○議長（福嶋求仁子君） それでは、皆さんお揃いですので、休憩前に引き続きまして

会議を開きたいと思います。 

 第２号議案、会長職務代理の互選について、議題といたします。 

 事務局より説明をお願いいたします。 

 

○事務局 では説明いたします。 

 農業委員会等に関する法律第５条第５項で、会長が欠けたときは、または事故が

あるときは、委員が互選した者がその職務を代理すると規定されております。この

規定は、会長が不慮の事故等で、死亡や入院などにより職務に従事できない場合を

想定したもので、あらかじめ決めておかなければ、総会の開催や証明書の発行等が

できなくなること避けるための規定となっております。 



 この互選につきましても会長の互選と同じ条件ですので、同じ要領で行っていき

たいと思います。以上です。 

 

○議長（福嶋求仁子君） 説明がありましたように、会長の互選と同じ要領で行いたい

と思います。どなたか自薦でも他薦でもかまいませんので、お願いしたいと思いま

す。 

 

○２番（衛藤彰一君） 今、事務局からの説明、会長に何かあったときに代行するて言

われたんですけども、これって代行だけなのか、それとも２人セットでそういうい

ろんな会議とかに行かれるんですか。どういうふうになってるの。初めてでちょっ

とわかんないもんですから。 

 

○議長（福嶋求仁子君） 局長のほうからお願いいたします。 

 

○事務局長 基本的には会長が出席をいたします。両方出席してもらうときは、他いろ

いろ研修に来ていただいたときとか、そういったときはございます。それと、やっ

ぱり会長が何かの会議に大体行かなんやつを行けないときとか、代わりに職務代理

に行ってもらったりとかいう感じになります。会長よりはその出方は少ないです。 

 

○２番（衛藤彰一君） わかりました。ありがとうございます。 

 

○14番（吉川幸人君） これはあくまで農業委員だから、互選、みんなが選ぶんでしょ

うけど、個人的には、選ばれた会長さんが、仕事しやすい人をと私は思うんですけ

ど。 

 

○議長（福嶋求仁子君） はい、峯委員さん。 

 

○11番（峯 隆吉君） しやすいようにしないと、多分あとあとまで大変だと思います。

やっぱり気持ちが合わないと、そこは大事なとこかなあと思ってます。私がときし

よったときが、福嶋さんがしっかりまたやってくれたからよかったけども、ちぐは

ぐになるとちょっとやりにくいなあというのはあります。 

 

○議長（福嶋求仁子君） ありがとうございます。 

 私からよろしいでしょうか。今回初めてお会いする方も多ございますので、私の

ほうからどなたというのはなかなか難しいところがあります。もし私のほうからど

なたって言った場合には、これまで３期一緒に務めさせていただきましたので、大

薮委員さんていうふうに言わせていただきたいんですけれども、ただ、お一人お一

人を皆さん、私まだ存じあげておりませんので、よろしかったら皆さんの中からこ

の方をという形でご推薦いただければと思います。 

 

○議長（福嶋求仁子君） 大薮委員さんはいかがでしょうか。 

 



○３番（大薮真裕美君） すみません、ご指名いただいてるんですが、私、２期やって

みて、やはり吉川さんほど勉強をなかなかできてないし、いろんな人脈というのも

ないんですけれど、女性同士でよければお受けいたします。大丈夫ですか女性同士

で。 

 

○議長（福嶋求仁子君） 吉川委員さん、よろしいでしょうか。 

 

○14番（吉川幸人君） そっちのほうが一番いいんじゃないですか。仕事しやすいと思

う。 

 

○議長（福嶋求仁子君） それでは、皆さんのご意見がまとまったようでございます。 

 会長の職務代理者として、大薮委員さんに決定したいと思いますが、よろしいで

しょうか。よろしければ拍手をお願いいたします。 

（拍手） 

○議長（福嶋求仁子君） よろしくお願いいたします。 

 それでは、会長職務代理が決定いたしましたので、会長職務代理者の大薮さんに

挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○会長職務代理者（大薮真裕美君） 改めまして、大薮真裕美と申します。本当に１期

お受けしたときには、議会推薦であがったんですけれども、農業委員というこうい

う職というのが、まず男性がやるものだとずっと思ってて、うちの主人をどんどん

出したような経緯がありました。だけど福嶋さんが、まずお一人から始められて、

そのあと２人になって、どうしてもやはり女性の意見というものはこれからは必要

だというものがあって、議会のほうにすごく働き掛けされて、それで３人になった

次第があったんですね。 

 そういう形もありましたので、いろんなところに勉強会に行きますと、最近すご

く女性の会長さんも目立ってきております。やはり、家に帰ってよく見ると、６割

が女性が働いてるような気がするんです。そういう中で、働くのは女性なんですけ

ど、なかなか考えるというところまでいかない。自分はこれでいいんだろうかて、

我が家の経営だけしか考えられないようなのがまた女性ですので、今回すごい素敵

ないろんな経緯を持ってらっしゃる、特に吉川さんなんかは勉強されて、まず研修

会は私たちに開いてほしいぐらいの知識をお持ちですので、そういう方たちといろ

いろ勉強させていただきながら、福嶋さんを支えていけたらと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 

○議長（福嶋求仁子君） ありがとうございました。 

 それでは、女性２人の二枚看板で、合志市の農業委員会、これから３年間務めさ

せてまいりたいと思います。男性の皆様の本当に心強い支えがなければ進んでいか

ないと思いますので、どうぞ厳しいご指摘もいただきながら、ご指導いただきます

ようよろしくお願いいたします。 

 それでは、続きまして、第３号議案に移らせていただきます。 



 議席の決定について、議題といたします。 

 事務局より説明をお願いいたします。 

 

○事務局 では、説明いたします。議席につきましては、会議規則第７条の規定により、

議席はあらかじめくじで定めるとなっております。現在座っている席は仮の席で、

今、あいうえお順でなっております。議事録署名者の指名、会議の中で会長が発言

を許可する場合などに使います議席を決定する必要がございます。 

 案としまして、案といいますか、慣例なんですけども、会長職務代理者を１番、

会長を最後の14番としまして、２番から13番のくじを引きまして、議席を決定させ

ていただきたいと思います。 

 また、くじの引き方ですけども、本来、引く順番を引いたりとかしますけども、

選挙みたいにですね。それはちょっと時間の都合上、一発でちょっと引いてもらっ

て、座席のほうを決めさせていただきたいと思いますけども、それでいかがでしょ

うか。 

 

○議長（福嶋求仁子君） よろしいですか。（「はい、いいです」と呼ぶ者あり） 

 それでは、事務局の説明が終わりましたが、異議ございませんでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

○議長（福嶋求仁子君） それでは、席順の今の番号順にくじを引いていただきたいと

思います。 

 それでは、２番から13番まで。 

 

○事務局長 番号は２番から13番が入ってます。 

（各委員 順次くじを引く） 

○事務局 荒木委員、11番です。衛藤委員、５番です。工藤委員、３番です。嶋田委員、

10番です。中嶋委員、４番です。平野委員、８番です。平山委員、12番です。松野

委員、６番です。峯委員、９番。村上委員、13番です。吉岡委員、７番です。吉川

委員、２番です。 

 

○議長（福嶋求仁子君） それでは、議席が決まりましたので、事務局に発表をお願い

いたします。 

 

○事務局長 ただいま次長のほうから言いましたけども、もう一回復唱させていただき

ます。 

 まず、２番が吉川委員です。３番が工藤委員です。４番が中嶋委員です。５番が

衛藤委員です。６番が松野委員です。７番が吉岡委員です。８番が平野委員です。

９番が峯委員です。10番が嶋田委員です。11番が荒木委員です。12番が平山委員で

す。13番が村上委員となりました。以上です。 

 

○議長（福嶋求仁子君） それでは、ただいま発表した順番になりますので、それぞれ



のご自身の席はおわかりだと思いますので、そちらの席のほうにご移動をお願いし

たいと思います。 

（番号順に着席） 

○議長（福嶋求仁子君） それでは、皆さん、席のほうご移動になったかと思いますが、

これからの総会におきましてはこの席順となりますので、どうぞよろしくお願いし

たいと思います。 

 それでは、４号議案に移らせていただいてよろしいでしょうか。 

 それでは、第４号議案です。各種委員会委員の選任についてでございます。 

 ３ページをご覧ください。失礼いたしました７ページになります。 

 それでは、ご覧のとおり10種類の委員になっていただかなければなりません。各

農業委員さんがそれぞれに役割を分けまして、10種類の委員さんをこれから決めて

いきたいと思います。 

 各項目ごとに決めてまいりたいと思いますけれども、いかがでしょうか。中身に

つきましては、以前資料を送らせていただいておりますので、お読みいただいてお

りましたでしょうか。 

【各種委員会委員について協議により決定】 

○事務局 では、今、決定しました内容につきまして、事務局のほうから報告させてい

ただきます。 

 １番の農地流動化推進は全員で推進いただきます。年金加入推進委員も全員で推進

いただくんですけれども、そのうち加入推進部長が、平山委員と吉岡委員です。農業

新聞の購読の推進は全員で推進していただくことになります。 

 それと４番の農業振興協議会委員、これは２名で、荒木委員と工藤委員です。 

 ５番の農業再生協議会は２名で、村上委員と吉岡委員です。 

 ６番、担い手育成協議会は２名で、衛藤委員と松野委員です。 

 ７番の総合政策審議会は１名で、平山委員です。 

 互助会役員は１名で、平野委員です。 

 ９番、人・農地プラン検討会は２名で、嶋田委員と峯委員です。 

 最後の広報委員が、大薮委員、中嶋委員、福嶋委員と吉川委員、以上４名です。以

上でございます。 

 

○議長（福嶋求仁子君） そのほかわからない点はございませんでしょうか。 

 それでは、それぞれの委員に決定させていただきました。それぞれ会がある前には

お知らせが届くかと思いますので、必ずご出席をいただきますよう、農業委員会とし

て出席をすることになりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、第５号議案について、議題といたします。 

 事務局より説明をお願いいたします。 

 

○事務局 ５号議案として、今回、合志市農業委員会の互助会をつくっておりまして、

この改正ということで今回議題としてあげさせていただいております。 

 今は農業委員さんだけの互助会ということで、農地利用最適化推進委員の互助会と



いうのがございませんでした。今回、農業委員さんと推進委員さんを合わせまして、

互助会のほうをつくったならばと思いまして、今回、案としてあげさせていただいて

おります。 

 一応１条のところに、失礼しました。３条のところに、８ページになりますけども、

「及び農地利用最適化推進委員」をということで追加しております。 

 それと併せまして、今度は内規なんですけども、農業委員会のこちらも推進委員さ

んの部分を１条の部分で追加しております形になっております。 

 以上で説明を終わります。 

 

○議長（福嶋求仁子君） 事務局のほうから、互助会につきましての説明が、会則につ

きまして説明がございましたが、互助会の会則の中身につきましては、ご了解いただ

けましたでしょうか。これまでは合志市の農業委員会だけの互助会にさせていただい

てたんですけれども、今期に関しましては、最適化推進委員の皆様方も一緒に互助会

のほうに加入いただければと思っております。 

 実は、前回、最適化推進委員さんが、期間中にお亡くなりになるというようなこと

もございまして、皆さんに周知徹底ができなかったというのが少し心残りになってお

りまして、互助会等きちんとあれば、皆さんのほうにご連絡のほうもしっかりいくの

ではないかと思っております。 

 それから、いろいろな研修会等もございますので、そういったところで緊急に必要

になるようなものであるとか、そういったところに、ご了解を得て、会則に従って支

出等をさせていただければと思っております。 

 あと、今回読ませていただいた中で、定期総会２月に開催するとありますけれども、

これに関しましては変更等はいかがなものかというのと、それから、病気見舞いに関

しまして、２週間以上の入院・療養とありますけれども、最近はがんの治療になりま

しても、２週間以上入院するというのはあまりないような気がいたしますので、その

あたりも変更することがあればとは思っております。病気見舞い等につきましては、

１週間とかに変更させていただいてもよろしいでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり）

ありがとうございます。 

 定期総会に関しましてはいかがですか。以前農業委員会の任期がですね、実は２月

で終わっていたものですから、それが新しい農業委員会法の改正に伴いまして、４月

のスタートになっております。そこで、この２月の定期総会が２月に開催するという

のを、３月に、最終月の３月に変更させていただきたいと思いますけれども、いかが

でしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 それでは、その他何かこの会則に関しまして疑問点がございましたらお願いいたし

ます。 

 はい、工藤委員さん。 

 

○３番（工藤信夫君） この会費は月額の報酬をそっちに積み立てるということですか。 

 

○事務局長 以前、大昔というか、手渡しのころの日当のときは、そういった形という

か、ずっと積み立てとかいろいろしてたみたいですけど、今は一発目のとき、きょ

うとか、次の総会は12日を予定してますけども、そのときに、年間１万円ですね、



もらうような形で預かって、会費としてするような形でしております。 

 ただ、今回、人数が今度推進委員さんを入れますと36名となりまして、逆に金額

的には若干減らしてもいいのかなとは今、考えるところではございます。初年度を

１万円にして、２年目、３年目を5,000円にするとかいうパターンですたいね、その

ような形でちょっと考えてはおります。やっぱり人数が多くなりますので、そんな

負担は減ってくるかとは思います。最終的には３年をまとめて、余った分について

はまたお返しするというような形でございます。以上です。 

 

○３番（工藤信夫君） それは決めてください。決めてちゃんとしたほうがいいと思い

ます。 

 

○事務局長 金額ですね。 

 

○３番（工藤信夫君） はい。 

 

○議長（福嶋求仁子君） それでは、互助会の会費につきましてですが、今、事務局か

らの提案がありましたように、初回につきましては１万円徴収をする。 

 

○３番（工藤信夫君） ちょっとすみません、これは農業委員だけじゃなくて最適化推

進委員にもかかわってくるから、そこは話さなくていいんですかね。 

 

○議長（福嶋求仁子君） はい、それも午後から話をさせていただきたいと思います。 

 じゃあこれに関しましては提案ということで。第１回目の総会のときに結論を出

させていただきますので、提案させていただきます。第１回目の徴収につきまして

は、最初の総会のときに、４月の第１回目の総会のときに１万円徴収をさせていた

だいて、２年目、３年目になりましたところは5,000円の徴収ということで、不足分

が生じた場合には、追加徴収がある可能性があるということで文書を作らせていた

だければと思っております。 

 この件につきましては、午後から最適化推進委員さんの集まりがございますので、

任命式がございますので、そのときに議案として提出させていただきたいと思って

おります。 

他に何がございますか。はい、平野委員さん。 

 

○８番（平野昭代君） この役員の第８条なんですけど、ここに３番、会計１名なんで

すけど、会計監査を置いたほうがいいのかなと思いましてですね。 

 

○議長（福嶋求仁子君） 役員の第８条、平野委員さんから提案がありました。この件

につきましては、１、会長１名、２、副会長１名、３、会計１名、４に会計監査１

という形にさせていただきたいと思いますがいかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（福嶋求仁子君） それでは、互助会会長が、合志市農業委員会会長が、副会長



は職務代理が務め、会計については会員の互選とするとなっております。 

 先ほど提出させていただきました委員さんの中で、互助会の役員という形で、平

野委員さんが受けていただきましたので、平野委員さんに会計をお願いし、４番の

会計監査につきましては、最適化推進委員さんの中からお願いするという形でよろ

しいでしょうか。 

（はいの声あり） 

○議長（福嶋求仁子君） ありがとうございます。 

 その他、互助会の会則につきまして、何かご質問があればお願いいたします。よ

ろしいでしょうか。 

 それでは、第１回目の総会のときに、この変わりました会則を、現在（案）にな

っておりますので、正式に決まりました会則をお渡ししたいと思いますので、ご了

承いただければと思います。 

 それでは、その他の議案に移らせていただきます。 

 事務局の方から説明がございますので、お願いいたします。 

 

○事務局長 すみません、年間のスケジュール表をカラーでやってるやつがあるかと思

います。一応年間で農業委員会の総会が色分けをしておりますので、それで、一応

４月につきましては、赤で書いてあります総会、12日を予定しております。12日は、

まず総会始まります前に、勉強会のほうをいたしまして、１時半からの予定では考

えております。それから、３時から総会を開催したいと考えております。 

 それと、今回、転用関係、３条関係もあるんですけども、現地調査のほうをちょ

っとしなければなりません。それで、転用が今回もちょっと多くあがっておりまし

て、担当地区の農業委員さんは、今、予定してますのが４月の５日に、４日か５日

に現地調査を予定してます。 

 一応今、担当委員さんが、まず村上委員さんがちょっと転用の案件が出ておりま

す。なので４月の５日あたりをちょっとお願いしたいと思います。ちょっと時間調

整をしたいと思います。それと峯委員さん、それと荒木委員さんと大薮委員さんと

吉岡委員さん、それと嶋田委員さんと衛藤委員さん、一応７名の方が転用の案件が

ちょっと出てますので、予定としては４月の５日に、できれば午前中あたりで終わ

らせたいと考えておりますので、その日はすみませんが空けとってもらえばと思い

ます。また後日連絡しますので、よろしくお願いしたいと思います。以上です。 

 

○事務局 すみません、今のに加えて、３条の申請も現地調査ということで、また別に

お願いすることになると思いますので、文書のほうを自宅のほうへお届けしたいと

思いますので、その日時に来ていただくようにお願いしたいと思います。 

 

○議長（福嶋求仁子君） それでは、今までのことで皆さんの中から質問はございませ

んか。（「ちょっとよかですか」と呼ぶ者あり）はい、峯委員さん。 

 

○９番（峯 隆吉君） 皆さんはやっぱり勉強会をすると思いますけども、その中で、

３条と５条と、４条と５条とのことをしっかり勉強してもらって、種類とかなんか



言葉がありますから、それもみんなにわかるように、推進委員さんも含めて勉強会

をするといいかなあと思っています。それからいろいろな取り組みを頑張ってやっ

ていけばわかりやすいかなあと、そこが基本的なことが大事なところだけんですね。

（「はい、わかりました」と呼ぶ者あり）よろしくお願いします。 

 

○議長（福嶋求仁子君） その他まだわからないところが多いかと思いますが、徐々に

勉強を進めていきたいと思います。先ほどの活動報告等につきましても、たくさん

書いていただきたいと思います。後々報酬の場合の計算、計算といいましょうか、

活動がどのくらいできているかというのを、お一人お一人審査というかする形にな

りますので、できるだけ電話一本でもですね、動いた場合には記入をお願いできれ

ばと思っております。 

 また、その農業委員さんの評価というかそういったものにつきましても、後ほど

また事務局のほうから、きょうは時間がかなり押しておりますので、説明を控えさ

せて抱きますけれども、後ほど皆さんのほうにお知らせをさせていただきたいと思

います。 

 

○議長（福嶋求仁子君） その他委員さんから何かございますか。 

（「ちょっとよかですか」と呼ぶ者あり）はい。 

 

○○番（○○君） 昨年度から地元の地域というか、〇〇地域ですかね、あそこに農地

にクヌギば植えてあっとですよ、クヌギを。大体それは農地法で違反だろうばって

んが、前会長がおんなるけん、樹木ばしよんなるけんですね、そのときのいきさつ

というか、なんというかな、〇〇さんも樹木ば植えとんなっとですよ。それに対し

て話ば聞くもんだけん、ここで最初のとき言うとかんと、現地調査ば地域の人、担

当者ばっかりじゃなくて全員で見ぎゃ行ってから、どういうふうになっとるかば、

承諾して相手にも納得させないかんです。そのわがままばっかりじゃいかんけんで

すね。 

 

○議長（福嶋求仁子君） ○○委員さん、ありがとうございます。最初から意気込みが、

もう農業委員をやるぞという気持ちがすごく、ありがとうございます。この件に関

しましては、第１回目の総会のときに時間がありましたらお願いしたいと思うので

すが、よろしいでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり）申し訳ございません。あり

がとうございます。 

 それでは、事務局のほうは連絡事項はよろしいでしょうか。よろしいですか。 

 

○議長（福嶋求仁子君） それでは、皆さんのほうからもよろしいでしょうか。 

 それでは、次回すぐ現地調査のほうがまわってくるかと思いますが、出席のほう

をよろしくお願いいたします。 

 それでは、これで閉会をさせていただきますが、最後挨拶で終わりたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 

－－－－－－－○－－－－－－－ 



 

（８）閉会 

○会長（福嶋求仁子君） 本日は長時間ありがとうございました。次回からよろしくお

願いいたします。 

 お疲れさまでした。 

 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 

閉 会 午後0時10分 

 

 


