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司会
（福山副参事）

開会の宣言
総会の開催にあたり、伊賀市農業委員会　会長　淺野潤憙がご挨拶を申し上げます。
会長、よろしくお願いいたします。

（挨拶）

ありがとうございました。
続きまして、伊賀市議会　議長　中谷　一彦 様、よろしくお願いいたします。

続きまして、本日大変ご多忙のなか、当総会にご臨席をいただきましたご来賓の皆様を紹
介し、ご祝辞を頂戴いたしたいと存じます。
伊賀市長　岡本 栄 様、よろしくお願いいたします。

（祝辞）

ここでご来賓の皆様方につきましては、この後も公務がございますので、ここでご退席され
ます。本日は、お忙しい中、誠にありがとうございました。
(来賓退席）

（祝辞）

ありがとうございました。
続きまして、伊賀農林事務所所長　杉井　孝充　様、よろしくお願いいたします。

続きまして、本日の総会の成立宣言でございます。
ただいま、伊賀市農業委員会委員数23名中、現在21名の出席をいただいております。
農業委員会等に関する法律第27条第３項により出席委員数が過半数を超えておりますの
で、本総会が成立していることを宣言いたします。

議　　事　　録

議　　　　事

2019(令和元)年７月３日
13：30～15：30

令和元年度　伊賀市農業委員会総会

（計２１名）

それでは、続きまして、次第４番の「議長登壇」でございますが、伊賀市農業委員会総会
会議規則第４条で「総会の議長は、会長がこれに当たる。」となっておりますので、淺野会
長よろしくお願いいたします。

（祝辞）

ありがとうございました。
本日、ご臨席いただきましたご来賓の全ての皆様からご祝辞をいただくのが本意ではござ
いますが、時間の関係上、ご紹介のみとさせていただきます。
まずは、三重県農業会議　事務局長　坂井 清　様、伊賀市議会　産業建設常任委員長
赤堀 久実　様、伊賀市産業振興部次長　堀 久仁寿　様、以上でございます。
ご来賓の皆様には、お忙しいところご出席いただき、誠にありがとうございました。
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それでは次第６の議事に入ります。
「議案第１号　平成30年度の目標及びその達成に向けた、活動の点検・評価について
及び　平成30年度　伊賀市農業委員会事業及び業務実績報告について」を議題といたし
ます。
事務局より報告をお願いいたします。

１．の質問については、耕地面積は、耕地及び作付面積統計における耕地面積を記入し
ております。経営耕地面積は、農林業センサスに基づいて記入しております。農地台帳面
積は、農業委員会事務局で管理しております農地台帳システム上の面積を記入しており
ます。
　また、遊休農地の面積については、毎年の行っている農地パトロールの際に遊休農地と
判断された農地の面積を記入しております。
２．の質問については、毎年年１回の課税課と住民課からのデータ提供によりデータ更新
を行い、修正を行っております。また、随時所有者の死亡による所有者変更については、
届け出が提出された場合、随時更新するよう対応しております。
　所有者死亡による届け出の手続きについては、死亡届が出された際に、農業委員会へ
の手続きを行うよう案内文に記載させていただいており、その都度問い合わせ等があれば
ご提出いただくよう説明しております。

それでは、議事に入る前に、次第５番の「議事録署名者及び書記の任命」についてです
が、私から任命させていただきます。
議事録署名者については、７番 依那古地区の藤室明生委員と、８番 神戸地区の森田安
俊委員の２名にお願いいたしたいと思います。書記については、事務局の今出さんを指
名します。

（議長登壇　あいさつ）
改めまして、ただいま議長に選任されました、淺野潤憙です。
何分不慣れでございますので、総会がスムーズに進行されますよう、皆様のご協力をよろ
しくお願いいたします。

中瀬地区農業委員の西田です。
１．３ページのⅠの「農業の概要」について、耕地面積・経営耕地面積・農地台帳面積の
違いについて、また遊休農地面積の根拠とは。
２．９ページの４の「情報の提供等」で農地台帳の整備について、また死亡等による所有
者の名義変更の手続きとどう連携されているのか。

それでは、「議案第１号　平成30年度の目標及びその達成に向けた、活動の点検・評価
について」を報告させていただきます。
＜議案 第１号、３～10ページの説明＞

続きまして、同じく「議案第１号　平成30年度　伊賀市農業委員会事業実績報告につい
て」を報告させていただきます。
＜議案 第１号、11～19ページの説明＞

ありがとうございました。以上、議案第１号について事務局から報告していただきました。
ここで、ただいまの報告について、ご意見やご質問をお受けいたします。ご質問等される
方は、地区名とお名前を言ってから発言をお願いします。
何かございませんか。

神戸地区農業委員の森田です。
７ページの「Ⅴ違反転用への適正な対応」について、違反転用が0.56ha減少したことにつ
いての詳細を教えてください。

現在３件の違反転用の件数が上がっており、今回解消された農地は砂利採取による一時
転用での違反転用で、長年違反状態であったものに対し指導を行い、少しずつ改善し今
回原状回復いたしたものです。
指導については、原状回復に向け、市長部局と連携し、改善を図っております。
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休憩を閉じ、再開いたします。

それでは、その他の報告事項１番、２番を続けて報告していただきます。
１番の担当部局から説明をお願いします。

ここで、その他の項に入る前に、10分ほど暫時休憩とします。
（休憩）

他にご質問等はありませんか。
ご質疑がないようですので、ここで打ち切らせていただきます。
議案第１号は報告事項ですので、採決は取りませんが、原案通りお認めいただいたものと
いたします。

＜（１）令和元年度　農林振興課主要施策の概要説明について＞

ご質疑がないようです。
よって、議案第２号の質疑を終結し、採決いたします。議案第２号の「令和元年度事業実
施計画（案）、及び令和元年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）」について、
原案のとおりご承認の方は挙手をお願いいたします。

（出席委員の挙手あり）

全員賛成ですので、議案第２号の「令和元年度事業実施計画（案）、及び令和元年度の
目標及びその達成に向けた活動計画（案）」は原案のとおりご承認いただき決定いたしま
した。
21ページの「令和元年度事業実施計画（案）」と、25ページ「令和元年度の目標及びその
達成に向けた活動計画（案）」の（案）を消していただきますようお願いします。

続きまして、議案第２号の「令和元年度事業実施計画（案）、及び令和元年度の目標及び
その達成に向けた活動計画（案）」につきまして、事務局から説明をお願いします。

それでは、議案第２号の「令和元年度事業実施計画（案）、及び令和元年度の目標及び
その達成に向けた活動計画（案）」につきましてご説明させていただきます。
＜議案 第２号、20～26ページの説明＞

ありがとうございました。
以上、議案第２号について、事務局から説明をしていただきました。
議案第２号について、ご意見やご質問をお受けいたします。ご質問等される方は、地区名
とお名前を言ってから発言をお願いします。
何かございませんか。

ありがとうございました。
以上、令和元年度の農林振興課・農村整備課の主要施策の概要説明についてご説明い
ただきました。
ここで、ただいまの説明について、ご意見やご質問をお受けいたします。ご質問等される
方は、地区名とお名前を言ってから発言をお願いします。
何かございませんか。

鞆田地区農業委員の森田です。
多面的機能支払交付金について意見したいと思います。多面的事業の中で、資源向上
支払交付金の施設の長寿命化のための活動について、以前から地域より要望を上げ、５
年のスパンで計画申請を上げ、国からの交付金をいただけていました。しかし、１期目は
100％の交付金が受けられましたが、２期目からは国の予算の都合でもらえなくなった。市
の行政改革の中にも農業の項目も加わっているので、予算が無いなら最初から定率で配
分するのが本意ではないかとも思います。また、国からの予算返上する話も聞いたが、少
しの予算では事業を行うこともできず、また次年度は全く交付してもらえないため、今後伊
賀市でも努力して何とか対応してもらいたいと要望いたします。

＜（２）令和元年度　農村整備課主要施策の概要説明について＞
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（小林課長）

玉滝地区
吉岡委員

森川委員

農林振興課
（小林課長）

議長
（淺野会長）
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（淺野会長）

三重県農業会議
坂井事務局長

議長
（淺野会長）

議長
（淺野会長）

議長
（淺野会長）

司会
（福山副参事）

司会
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吉岡
会長職務代理

司会
（福山副参事）

長時間にわたる議事の進行、大変ありがとうございました。
また皆様方のご協力によりまして、議事を大変スムーズに終了させていただくことができま
した。ありがとうございます。

他にご質問等はありませんか。

議長降壇にあたりまして、一言お礼申し上げます。
皆様の慎重なるご審議とご協力によりまして、無事総会を終えることができました。これで、
議長を退任させていただきたいと思います。
ありがとうございました。

司会へマイクをお戻しさせていただきます。

現在、アライグマについては、捕獲したものを阿山支所へ運び、然るべき手続きを行って
いただければ殺処分をいたしております。
他の支所についても、檻を借りて手続きしてもらっても構わないです。
個人で殺処分をすることはできないので、必ず市役所等へご連絡ください。

新居・三田・諏訪地区農業委員の中川です。
農林振興課の施策で菜の花の転作についての転作金はありますか。

菜の花の数量払いで転作金を交付する事業があります。
詳細については、改めてご相談していただければ、後に説明いたしますので、お願いい
たします。

玉滝地区農業委員の吉岡です。
「人・農地プラン」について意見いたします。
プランの構築について、何度か話し合いに持っていけるようしてきましたが、ＪＡからは集
落座談会には参加してくれても、青空教室には参加が無いように思える。常日頃から、地
域に出向いてもらい、優良農地が荒廃しないよう働きかけを行ってほしい。現状では、地
区内で何とか行動に移すのは難しいのです。

農業委員の森川です。
アライグマの捕獲について相談です。
以前は個人でアライグマを捕獲し、市役所へ連絡すれば、取りに来てくれ殺処分まで対
応してくれましたが、今も同様の対応をお願いできるのでしょうか。

ありがとうございました。
以上、「全国農業新聞の購読促進について」ご説明いただきました。
ここで、ただいまの説明について、ご意見やご質問をお受けいたします。ご質問等される
方は、地区名とお名前を言ってから発言をお願いします。
何かございませんか。

それでは、最後に、吉岡会長職務代理より閉会のご挨拶を申し上げます。

ご質疑が無いようですので、以上で報告事項等について全て終了いたしました。

（閉会挨拶）

＜（３）全国農業新聞の購読促進について＞

ご質疑がないようですので、続きまして、その他の報告事項３番について、三重県農業会
議　事務局長の坂井様よりご説明をお願いします。

ありがとうございました。
これをもちまして、令和元年度伊賀市農業委員会年次総会を終了させていただきます。
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　　議長は議事録を作成し、議事録署名者とともに
署名する。

令和元年　７月１０日

会　長

淺　野　潤　憙　　　㊞

議事録署名者

藤　室　明　生　　　㊞

議事録署名者

森　田　安　俊　　　㊞
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