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者 玉岡 西山 髙田 西田 大田 藤室 木下 山口 森中 福森 奥沢
坂本 福地 山本 吉岡康 宮本 森下 森本 中井 北川 森下 𠮷岡輝
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事

大変お待たせをいたしました。
定刻になりましたので、ただいまから令和３年度伊賀市農業委員会年次総会を開催さ
せていただきます。
本日は、委員の皆様方には何かとご多忙のところご出席いただき、
ありがとうございます。
また、ご来賓の皆様方には、公私ご多忙のところ、ご臨席を賜り、誠にありがとうござい
ます。
わたくし、本日の進行役を勤めさせていただきます、伊賀市農業委員会事務局の東
でございます。よろしくお願いいたします。
総会の開会にあたり、伊賀市農業委員会 会長 吉岡康夫（よしおか やすお）がご挨
拶申し上げます。会長お願いします。
（会長 あいさつ）
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、ご祝辞を頂戴したいと存じます。伊賀市長 岡本 栄（おかもと さかえ）様よろ
しくお願いいたします。
（岡本市長あいさつ）
ありがとうございました。続きまして、三重県伊賀農林事務所 所長 郡山 武司（こおり
やま たけし）様よろしくお願いいたします。

市長
司会
（東局長）
三重県
農林事務所 （三重県伊賀農林事務所 所長 あいさつ）
長
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。
司会
伊賀市産業振興部 次長 堀 久仁寿（ほり くにとし）様
（東局長）
伊賀市産業振興部農村整備課長 岩野 庄司（いわの しょうし）様
ご来賓の皆様、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。
ここで、当総会の開催にあたりまして、祝電をいただいておりますので、ご披露させて
司会
いただきます。（三重県議会議員 稲森 稔尚 様分紹介）
（東局長）
ここで伊賀市長様、伊賀農林事務所長様には、この後も公務がございますのでご退
司会
席されます。本日は誠にありがとうございました。（来賓退席）
（東局長）
それでは、再開します。総会成立の報告でございます。
ただいま、伊賀市農業委員会委員数24名中、現在 21 名の出席をいただいており
司会
ます。
（東局長）
農業委員会等に関する法律第27条第３項の規定により出席委員数が過半数に達し
ておりますので、当総会が成立していることを報告します。

司会
（東局長）

それでは、次第４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、吉岡会長よろしく
お願いいたします。

議長
（吉岡会長）

（議長登壇 あいさつ）これより、議長として議事等を進めてまいります。
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。

それでは、議事に入る前に、次第５の「議事録署名者及び書記の任命」についてです
が私の方から任命させていただきます。
議長
議事録署名者について、４番の髙田（たかだ）委員と、５番の西田（にしだ） 委員の２
（吉岡会長）
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 小林さんを指名しま
す。
それでは次第６の議事に入ります。議案第１号
【令和２年度 伊賀市農業委員会事業、及び業務実績報告について】
議長
（吉岡会長） 【令和２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】
を議題といたします。事務局より報告をお願いいたします。
（事務局説明）
ありがとうございました。以上、議案第1号について、事務局から報告がありました。
議長
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
（吉岡会長）
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。
総会資料14ページ違反転用への適正な対応欄の違反転用面積12.32haの内訳をご
西田委員
教示願う。
昨年と同様の数値の出し方ではあるが、予野地内、平田地内の現場である。県農林
事務所とともに現地確認を行っているが、詳細の場所は現在手持ちの資料がないので
事務局
この程度の回答とする。
違反転用の箇所については、月次総会でも上がっていない。どのような違反でありど
西田委員
のように対応されているのか？
顛末書付きで転用申請できないような優良農地に土が盛られている農地で、県ととも
事務局
に是正に向け指導している。
違反転用はなるべく出ないように、違反転用が出た場合は是正されるように働きかけ
会長
ていきたい。
どうか前向きに進めていただきたい。また、農業新聞等の記事で各市町において農
西田委員
業委員会だよりを作成されているが、作成について検討はされているのか？
農業委員会だよりの作成については、実施の有無も含め検討します。
事務局
他にご質疑がないようですので質疑を終結し採決いたします。
議案第１号【令和２年度 伊賀市農業委員会事業、及び業務実績報告について】【令
議長
（吉岡会長） 和２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】について、ご承認
の方は挙手をお願いいたします。
（全員挙手）
全員賛成（または賛成多数）ですので、議案第１号【令和２年度 伊賀市農業委員会
事業、及び業務実績報告について】【令和２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】は原案のとおり承認されました。
議長
続きまして、議案第２号【令和３年度伊賀市農業委員会事業実施計画（案）及び令和
（吉岡会長）
３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。
（事務局説明）
ありがとうございました。以上、議案第２号について、事務局から説明していただきまし
た。
議長
（吉岡会長） 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。
太田委員
事務局

管内の農地面積が項目によって異なるがどういうことか？
様式の記載要領に基づいて記入しており、項目により引用する数値が異なるので差
異が生じている。

他にご質疑がないようですので質疑を終結し、採決いたします。議案第２号【令和３年
議長
度伊賀市農業委員会事業実施計画（案）及び令和３年度の目標及びその達成に向け
（吉岡会長）
た活動計画（案）】について、ご承認の方は挙手をお願いいたします。
（全員挙手）
全員賛成ですので、議案第２号 【令和３年度伊賀市農業委員会事業実施計画（案）
及び令和３年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）】については原案のとおり
議長
ご承認いただきました。
（吉岡会長）
18㌻「令和３年度 事業実施計画」と、22㌻「令和３度の目標及びその達成に向けた
活動計画」の「（案）」を消していただきますようお願いします。
それでは、その他の項（１）、（２）を続けて報告していただきます。
議長
（１）の担当部局から説明をお願いします。
（吉岡会長）
農林振興課
(１)令和３年度 農林振興課主要施策の概要説明
(堀次長)
農村整備課
(２)令和３年度 農村整備課主要施策の概要説明
(岩野課長)
ありがとうございました。以上、令和３年度の農林振興課・農村整備課の主要施策の概
要について説明をしていただきました。ここで、ただいまの説明について、ご意見やご
議長
（吉岡会長） 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。
〇〇地区の畜産農家で、〇〇〇〇の糞尿処理施設が稼働していないので、その牛
舎ででた糞尿をその牛舎で貯めこんでおり、周囲への臭いがきついことから、地元でも
西田委員
問題になっている。広域的に糞尿を処理する計画を立てるべきではないか。
まず、伊賀牛については振興していきたい。糞尿処理については畜産農家に任せて
農林振興課
いるが、糞尿処理の問題は大きな構想の中での課題と認識している。
(堀次長)
農業用のため池については、ため池整備事業による対応はできるのか？
西田委員
防災重点ため池に指定されており、ハザードマップを作成している池については随時
説明会を開催したい。地元の池がどのような位置付けかは、問い合わせいただければ
農村整備課 回答する。整備のための予算は年々拡充されており、伊賀市でも調査を行っているが、
（岩野課長） 調査に約5年を要する。所有者が江戸時代の名義になっていたり、調査が困難である
場合が多いので、所有権を確定していただければよりスムーズに進められるので協力
いただきたい。
他にご質疑がないようです。続きまして（３）について、事務局より説明をお願いしま
議長
（吉岡会長） す。
（３）に基づき全国農業新聞の購読について依頼。
事務局
説明が終わりました。以上で議事、及び報告事項を全て終了いたしました。議長降壇
にあたりまして、ひとことお礼申し上げます。皆様の慎重なるご審議とご協力によりまし
議長
（吉岡会長） て、無事年次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
（東局長）
司会
（東局長）
司会
（東局長）

吉岡会長さま、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。ご協力ありがとうございました。
それでは最後に、森下会長職務代理者より閉会のご挨拶を申し上げます。
（森下会長職務代理者あいさつ）
ありがとうございました。これをもちまして、令和３年度 伊賀市農業委員会年次総会を
終了します。 お気をつけて、お帰りください。

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

３年

会 長
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