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第 26回  久慈市農業委員会議  

 

１  日  時  令和３年４月 21日（水） 13時 30分～  

 

 

２  場  所  市役所  大会議室  

 

 

３ 付議事件 

(1)  農地法第３条の規定による許可について 

(2)  農地法第５条の規定による許可について 

(3)  農地法の適用外証明願いについて 

 

 

４ 協議事項 

(1) 令和３年度遊休農地解消事業について 

 

 

５ 報告事項 

(1) 農地法第３条の３の届出書の提出について 

(2)  会務報告 

(3)  その他 

 

 

６  出席者  25名（出席者名簿のとおり）  

 

 

７  関係機関 

事務局   事務局長    藤  原  亮  一  

係   長    鶴 飼 勝 浩 

主   査    野  田  祥 紀 
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第 26回  農 業 委 員 会 議 出 席 者 名 簿  

 

出席…○  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農 業 委 員 
 

推 進 委 員 

議席  氏         名  出席  
 

地区  氏         名  出席  

１ 鹿 糠   勇 ○  久慈 間   健 倫 〇 

２ 木 村 晴 子 ○  久慈 城 内 仲 悦 ○ 

３ 柿 木 敏由貴 〇  小久慈 岸 里 卓 見 ○ 

４ 宇 部 文 人 ○  長内 岩 﨑 壽 吉 ○ 

５ 田 村 英 寛 ○  大川目 切 金 伸 広  

６ 水 上   茂 ○  夏井 田 村 芳 明  

７ 大鹿糠 正 行 ○  宇部 大 﨑 惠 作 ○ 

８ 野 場 まさ子 ○  侍浜 桑 田 孝 一 〇 

９ 中 塚 義 弘 ○  山根 松野下 冨 則  

10 小 倉   明 ○  山形 大 上 和 義  

11 高 倉 道 夫 ○  山形 長 内 廣 一 〇  

12 夏 井 俊 勝 ○  山形 下 舘   靖  

13 米 澤  豊 ○  山形 内久保 宏 明 〇  

14 中屋敷 福 男 ○  山形 下 舘 定 一 ○  

15 宇 部   繁 ○  山形 類 瀬 徳 美 ○  
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開会  13時 30分  

事務局長  定刻になりましたので 、はじめさせていただきます。  

まず 、開 会に 先立 ちま して 自己 紹介 をさ せて いた だき た

いと思います。  

４月 １日 より 農業 委員 会事 務局 長を 拝命 いた しま した 藤

原亮 一と 申し ます 。精 一杯 努め て参 りま すの で皆 様に はご

指導の程よろしくお願い申し上げます。  

それ では 只今 から 令和 ３年 度第 26回 久慈 市農 業委 員会 会

議を 開催 いた しま す。 開会 にあ たり まし て、 宇部 会長 より

ご挨拶をお願いいたします。  

 

会長  ご苦 労様 でご ざい ます 。 午 前中 は耕 作放 棄地 の草 刈り を

していただきまして 、本当にありがとうございました。  

それ を受 けて 田村 芳明 推進 委員 さん が 、 午後 から 耕起 を

する ため 、今 日の 会議 はお 休み をい ただ きま し た 。よ ろし

くお願いします。  

特に はご ざい ませ んが 、 ４ 月 15日に 農業 会議 の常 設審 議

委員 会に 出席 をし て参 りま した 。今 回は 追認 案件 が無 く、

件数 も少 ない ため 市町 村か らの 説明 員の 出席 も少 なく なり

まし た。 その ため 会議 の進 行も スム ーズ に行 われ てお りま

した。  

今日はよろしくお願いいたしします。  

 

事務局長  本日の欠席通告委員を報告いたします。  

切金伸広推進委員、田村芳明推進委員、下舘靖推進委員、

大上 和義 推進 委員 より 欠席 通告 があ りま した ので ご報 告い

たします。  

尚、松野下推進委員につきましては若干遅れております。

それでは、久慈市農業委員会会議規則第７条の規定により、議長 

は会長が務めることになっておりますので、以降の議事については、

宇部会長にお願いいたします。 
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会長  それ では これ より 議事 に入 りま す。 まず は議 事録 署名 委

員、 およ び会 議書 記の 指名 を行 いま す。 久慈 市農 業委 員会

会議 規則 第 10条の 規定 によ り議 事録 署名 委員 及び 書記 を 、

当 職 か ら 指 名 さ せ て い た だ く こ と に ご 異 議 ご ざ い ま せ ん

か。  

（「異議無し 」の声）  

それ では 、ご 異議 無し と認 め、 議事 録署 名委 員に ９番 中

塚義 弘委 員、 10番 小倉 明委 員を 、書 記に は事 務局 職員 の鶴

飼係 長を 指名 いた しま す。 それ では 議案 第１ 号、 農地 法第

３条 の規 定に よる 許可 につ いて を議 題と いた しま す。 事務

局より議案の説明を願います。  

 

野田主査  １ページをお開き願います。  

議案 第１ 号  農地 法第 ３条 の規 定に よる 許可 につ いて ご

説明いたします。  

（以降、議案朗読説明）  

以上で議案第１号の説明を終わります。  

 

会長  事務 局の 説明 が終 わり まし た 。 次に 現地 調査 員か らの 報

告をお願いします。 水上委員さんお願いします。  

 

水上委員 それ では 議案 第１ 号に つい て現 地の 調査 をし た事 、結 果

につ いて ご説 明い たし ます 。内 容と しま して は事 務局 の方

から の説 明が あっ たと おり でご ざい ます 。 場 所を 詳し く申

し上 げま すと 、○ ○ の 道路 のト ンネ ルを くぐ り、 すぐ 右側

の坂 を上 った △△ の所 と、 □□ 保育 園の 近く の所 、畑 でご

ざい まし て、 親か ら子 に譲 り渡 すと いう 事で 耕作 もな され

てい るよ うで すの で特 に問 題は ない と思 われ ます 。以 上で

す。  

 

会長 はい 、ご 苦労 様で ござ いま した 。事 務局 の説 明と 現地 調

査員の報告が終わりました。  

質疑を許します。  

（「無し」の声）  
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質疑を打ち切ります。採決いたします。  

農地 法第 ３条 の規 定に つい ては 異議 のな い件 とし てよ ろ

しいですか。  

（「異議無し」の声）  

はい、そのように決定させていただきます。  

続き まし て議 案第 ２号 農地 法第 ５条 の規 定に よる 許可 につ

いてを議題といたします。  

それでは事務局説明を願います。  

 

野田主査 ３ページをお開き願います。  

議案 第２ 号  農地 法第 ５条 の規 定に よる 許可 につ いて ご

説明いたします。  

（以降、議案朗読説明）  

 以上で、議案第２号について説明を終わります。  

 

会長 はい 、以 上事 務局 の説 明が 終わ りま した 。現 地調 査員 か

らの報告お願いします。水上委員お願いします。  

 

水上委員 先ほ ど現 地調 査報 告の 際に 説明 もれ をし てお り、 すみ ま

せん でし た。 前回 の第 １号 議案 につ いて もそ れ以 降に つい

ても 去る ４月 15日 、類 瀬さ んと 私、 事務 局２ 名 で 調査 した

結果について説明いたします。  

付議 番号 １で す。 先ほ ど事 務局 から も 概 要説 明が あっ た

とお り、 昔○ ○が あっ た道 路の 上手 の方 の道 路で ござ いま

す。 宅地 分譲 とい うこ とで ３ 種 農地 で法 律も クリ アし てい

るという事で 、問題はないと見てきたところでございます。 

付議 番号 ２、 ３に つい て関 連し てお りま す の で、 一括 し

て説 明申 し上 げま す。 場所 は、 □□ 地区 とい いま すか 、道

路を まっ すぐ 来て 左側 に△ △ が ある 所で 、そ の斜 め向 かい

の場 所で ござ いま す。 こち らは ６月 にも 会議 に提 出さ れた

案件 で、 農業 委員 会議 では 許可 され た訳 です が、 県に 進達

した 段階 で譲 渡人 から 一旦 取り 下げ られ た案 件で ござ いま

す。 内容 とし ては 転用 事由 等に 関し ても 全く 同様 のも ので

あり 、再 度申 請さ れた とい う案 件で す。 現地 を見 る限 りで
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は問題ないと思われます。  

付議 番号 ４  ○○ 町△ △さ んの 所で す。 場所 は□ □小 学

校の 道路 を挟 んで 、こ ちら から 行っ て右 側、 方角 は北 側、

道路 を挟 んで 反対 側と いう 場所 です 。 現 場は 畑で すが 、ほ

とん どが 耕作 され てい ない よう な状 態で した 。隣 には 宅地

があ り、 数年 前か ら住 んで いな いと いう 事で 、そ の住 宅に

つい ても でき れば 売り たい とい う意 向を 持っ てい ると いう

事も 聞き まし た。 した がっ てこ れに つい ても やむ を得 ない

のではないかと 思われます。  

付議 番号 ５、 ○○ 町で □□ さん の所 です が、 事務 局か ら

の 説 明 ど お り 大 野 方 面 に 向 か う 国 道 395号 線 道 路 か ら 右 に

入っ た所 で、 わか りづ らい 所で はあ りま すが 、目 標と して

は△ △公 民館 の下 のほ うの 場所 です 。息 子さ んが 住宅 を新

築す るた めの 贈与 とい う事 で 耕 作も あま りさ れて いな いよ

うでした。やむを得ないのではないかと 思われます。  

付議 番号 ６、 ○○ 町、 □□ さん の所 です 。大 野に 向か う

国道 395号線沿い左側、△△ さんのすぐ隣あたり、道路に沿

った 場所 です 。こ こは 耕作 され てお った ので すが 、孫 さん

が住 宅を 新築 され るた めの 転用 だと いう 事で し た ので 、特

に問題ないものと 思います。  

以上で、私の方からの調査 報告を終わります。  

 

会長  はい、ご苦労様でした。  

続い て、 付議 番号 ７、 ８に つい て類 瀬推 進委 員さ んか らお

願いします。  

 

類瀬  

推進委員  

それでは、報告いたします。  

４月 15 日、水上委員さんと事務 局 ２名と私とで現 地 調査

をして参りました。その結果を報告いたします。  

付議 番号 ７、 場所 は○ ○か ら△ △ に 貫け る道 路 を 上っ て

行っ た頂 上付 近に □□ があ りま す。 そこ を左 に約 ２キ ロ入

った あた りに △△ の工 場が あり 、現 地は その 近く にな りま

す。 一時 山林 化し たよ うな 跡も あ り まし たが 、そ の後 全部

木を 切っ て伐 根し て 、 今現 在は 、畑 同然 のよ うに きれ いに
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なっ てい まし た。 同意 書も ある とい う事 なの で、 養鶏 場を

建て るの に何 ら問 題な いと 思い ます ので よろ しく お願 いし

ます。  

付議 番号 ８  場所 は□ □地 区、 市営 住宅 の一 角に 当た り

ます 。現 地は もう 盛土 もし て砂 利も 敷い てあ り 、 同時 に宅

地に なっ てお りま す。 すぐ 家を 建て よう と思 えば 建て ら れ

るような状態です 。孫さんが家を建てるという事 です。  

以上で、説明を終わらせていただきます。  

 

会長  はい、ありがとうございました。  

事務局の説明と現地調査員の 報告が終わりました。  

質疑を許します。  

 （鹿糠委員さん  挙手）  

 鹿糠委員さんお願いします。  

 

鹿糠委員  付議番号８について、 始末書は出ているのですか 。  

 

野田主査  はい 、８ 番に つい ては 類瀬 推進 委員 の方 から の報 告ど お

り、 既に 造成 され てい る よ うで した 。申 請時 点で はな かっ

たの です が、 現地 確認 の際 これ は必 要だ ろう とい う事 で提

出を お願 いし てお り ま す。 お願 いし たの は現 地を 見て から

だっ たの で、 まだ 手元 には 届い てお りま せん が、 いず れ提

出 を 受 け た う え で 県 の 方 に 進 達 を あ げ る 予 定 で ご ざ い ま

す。  

 

会長  質疑を打ち切ります。   

議案 第２ 号農 地法 第５ 条規 定に よる 許可 につ いて は異 議

がないものとしてよろしいですか。  

（「異議無し」の声）  

ご異 議な しと 認め 、第 ２号 農地 法第 ５条 規定 につ いて は

原案どおり決しました。  

次に 、議 案第 ３号 農地 法適 用外 証明 願い につ いて の議 題

といたします。事務局の説明を願います。  
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野田主査  19 ページをお開き願います。  

議案 第３ 号農 地法 の適 用外 証明 願い につ いて ご説 明し ま

す。  

（以降、議案朗読説明）  

以上で議案第３号の説明を終わります。  

 

会長  はい 、事 務局 の説 明が 終わ りま した 。 現 地調 査員 の報 告

をお願いします。類瀬推進委員お願いします。  
 

類瀬 

推進委員 

説明させていただきます。  

議案 第３ 号、 付議 番号 １、 場所 は□ □の 脇に なり ます 。

今現 在は 木の 枝 等 もな く、 家が 若干 見え る の です が、 夏に

なる と木 の枝 等出 てく ると その 家が 見え ない 状態 。 30～ 40

年近く経っているので山林化している状態です。  

付議番号２、□□町△△のすぐ脇、200ｍぐらいのところ

に建 って いま す。 現状 は畑 とな って おり ます が、 急斜 面で

畑と して 使用 でき ない 状態 です 。今 現在 ガー ドレ ール のポ

ール とか 板を 使っ て土 留め をし て宅 地と して 使っ てい る状

態。 畑と して は使 えな いと いう 状況 であ りま す。 やむ を得

ないと思います。よろしくお願いします。  

 

会長  はい、ありがとうございました。  

議案 第３ 号適 用外 願い につ いて は事 務局 の説 明と 現地 調査

員からの報告が終わりました。  

質疑を許します。  

（「無し」の声）  

よろしいですか。質疑を打ち切ります。  

議案 第３ 号適 用外 願い につ いて 、原 案ど おり 決 す る事 で

ご異議ございませんか。  

（「無し」の声）  

ご異議なしという事で原案どおり決しました。  

次に協議事項に入らせていただきます。  

協議事項（ 1）遊休農地解消事業についてを議題といたし

ます。事務局 の説明を願います。  
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鶴飼係長  協議 事項 令和 ３年 度遊 休農 地解 消事 業に つい て、 私か ら

ご説明いたします。  

資料は、２枚１組の資料になっております。  

まず もっ て、 午前 中の 草刈 り作 業に 参加 いた だき まし た委

員の方々、大変お疲れ様でした。  

本来 は、 総会 で事 業の 実施 につ いて 協議 した 後に 進め る

こと とな るわ けで すが 、現 地の 状況 と作 業日 程の 都合 によ

りま して 本日 の草 刈り 作業 とな った とこ ろで ござ いま す。

ご了解をお願いいたします。  

そこ で、 事後 承認 とい うか たち にな りま すが 、実 行委 員

会の 協議 内容 の報 告と 事業 内容 の説 明を させ てい ただ きま

す。  

４月 13日 に遊 休農 地解 消事 業実 行委 員会 を開 催い たし ま

した 。実 行委 員長 には 、田 村芳 明推 進委 員を 、副 実行 委員

長に は、 小倉 明委 員を 選任 いた しま して 、事 業計 画書 のと

おり進めていくことで協議いたしました。  

最初 に、 資料 の１ 枚目 にな り ま すが 、遊 休農 地解 消事 業

年度別概要をご覧いただきたいと思います。  

１、 事業 の目 的で ござ いま す。 遊休 農地 解消 とそ の防 止

を図 るた め農 業委 員会 の啓 発活 動の 一環 とし て実 施し 、優

良農地の確保を図る、となっております。  

次に 、２ 、年 度別 の事 業概 要で ござ いま す。 これ まで の事

業の 年度 別の 実施 状況 でご ざい ます 。平 成 17年度 から 実施

して おり ま して 、 裏面 にな り ます が 、ト ータ ル で 37,227㎡

の実施面積となっております。  

この よう に、 継続 して 事業 を実 施し てい るこ とが 評価 さ

れま して 、平 成 27年度 には 遊休 農地 解消 事業 に係 る全 国農

業会議所特別賞を受賞したところでございます。  

次に 、２ 枚目 でご ざい ます が、 令和 ３年 度の 事業 実施 計

画で ござ いま す。 （１ ）事 業の 実施 場所 です が、 夏井 町閉

伊口 第６ 地割 内の 遊休 農地 でご ざい ます 。（ ２） 地割 地番

等で すが 、夏 井町 閉伊 口第 ６地 割 52番、 地目 は田 、面 積は

1,985㎡でございます。②土地の所有者は、記載のとおりで

ござ いま す。 （３ ）作 付品 目で すが 、食 料用 米と して おり
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ます。  

次に 、２ 、作 業日 程に つい てで すが 、想 定さ れま す作 業

につ いて 話し 合い まし た内 容を 記載 して おり ます 。今 後で

すが 、田 植え 作業 の際 に、 委員 の方 々へ 協力 をお 願い する

こと があ ろう かと 思っ てお りま す。 その 際に は、 ご協 力を

お願いいたします。  

最後 に、 遊休 農地 解消 事業 に係 る経 費、 予算 につ いて ご

説明 いた しま す。 遊休 農地 解消 事業 に係 る予 算に つき まし

ては 、平 成 28年度 まで は、 この 事業 に対 する 国か らの 補助

金が あり まし て、 約 20万円 でし たが 、そ の補 助金 を活 用い

たし まし て実 施し てお りま した 。そ れが 、平 成 29年度 から

は補 助金 がな くな りま して 、ま た、 市の 事務 局の 予算 の方

でも 予算 化し ても らえ ない 状況 でご ざい まし て、 以後 は、

事務 局の 予算 の組 み替 え等 で対 応し なが ら、 それ でも 不足

の分は部会費 から支出し事業を実施して参りました。  

状況 は今 年度 も同 じで ござ いま す。 事務 局の 予算 で対 応で

きる 部分 は対 応い たし まし て、 それ でも 不足 の場 合は 、部

会費 から 支出 して 参り たい と考 えて おり ます ので ご了 解を

お願いいたします。  

説明 は以 上で ござ いま す。 今年 度の 事業 の実 施に つき ま

して協議、承認をお願いするものでございます。  

 

会長  事務局の説明が終わりました。 質問等ございますか。  

 

鹿糠委員  作業 日程 の、 刈り 取り や乾 燥、 引き 取り は、 早坂 集落 農

業組合で行うことですか。  

 

鶴飼係長  はい 、早 坂集 落農 業組 合さ んと そ の 組合 員に なる わけ で

すが 田村 芳明 実行 委員 長の 方で 協力 しな がら 進め てい くこ

ととしております。  
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鹿糠委員  早坂 集落 農業 組合 で行 う作 業等 にも 経費 が伴 うわ けで す

が、その辺はどうなりますか。  

 

鶴飼係長  はい 、例 えば 除草 剤等 消耗 品や 作業 賃金 等経 費が 伴う わ

けで すが 、最 終的 に収 穫し たお 米を 組合 の方 に買 い取 って

いた だき まし て、 その 分の 収入 と作 業賃 金等 の経 費を 相殺

する かた ちで 協議 中で ござ いま す。 その 際に 、経 費の 方が

多く なっ た場 合に は、 事務 局の 予算 、ま たは 、部 会費 から

対応するかたちになろうかと思われます。  

詳細 につ きま して は、 今後 、早 坂 集 落農 業組 合と 協議 し

ていくこととなりますのでご了解願います。  

 

会長  他にございませんか 。  

それでは、協議事項（ 1）遊休農地解消事業 については以上

で終わらせていただきます。  

次に、報告事項に入らせていただきます。  

農地 法第 ３条 の３ 第１ 項に よる 届出 書の 提出 につ いて を

議題といたします。  

事務局から説明 願います。  

 

野田主査  24ページをお開き願います。  

報告事項（１）農地法第３条の３第１項の規定による届出書の提 

出がありましたのでご報告します。 

24、25 ページにわたりまして、９件届出がありました。 

土地の表示、届出人は記載のとおりでございます。届出事由はい

ずれも相続による取得です。 

以上で、報告事項（１）の説明を終わります。 

 

会長  はい、相続でございますので 次に進ませていただきます。 

報告事項 (２ )会務報告、藤原 事務局長お願いします。  

 

藤原局長  それでは 26ページに方ご覧いただきたいと思います。  

報告事項（ 2）になります。  
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前回 の定 例会 議以 降農 業委 員会 事務 局、 農業 委員 会と し

ての活動の内容であります。  

４月 13日 遊休 農地 解消 事業 実行 委員 会を 開催 し、 今年 度

の事 業に つき まし て、 委員 長、 副委 員長 の決 定を 行っ た所

でございます。  

４月 15日 第 61回常 任審 議委 員会 が盛 岡で 行わ れ、 会長 が

出席 をい たし てお りま す。 農地 転用 の調 査も 同日 行わ れま

して 、水 上委 員、 類瀬 推進 委員 に調 査を して いた だい てお

ります。  

４月 21日 、本 日で あり ます が第 26回 久慈 市農 業委 員会 議

と午 前中 の遊 休農 地解 消事 業の 草刈 り作 業を 23名 の委 員の

参加のもと実施いたしております。  

そし て、 最後 にな りま すが 来月 の会 議予 定は 、５ 月 21日

金曜日、午後 1時 30分、大会議室という予定となってござい

ます。  

 

会長  

 

報告事項（２）終わりました。  

特にございませんか。  

（無しの声）  

はい。以上で会務報告を終わります。  

続きまして、（３）その他でございます。  

他に皆さんからありましたらお願いします。  

（城内推進委員  挙手）  

城内推進委員お願いします。  

 

城内委員  前の 委員 会で 意見 書を あげ た経 緯が ある ので すが 、政 府

の米 が余 って いる とい うこ とで 、来 年の 米が 安く なる ので

はな いか とい う話 がで てき てい るの です が、 この コロ ナ禍

の中 で食 料が 足り ない 、あ るい は学 生の 皆さ んに 米を 配っ

たり して いる 団体 もあ るよ うで すが 、国 に対 して 政府 が持

って いる 備蓄 米を 出し て、 そう いっ た方 々に 配布 をし てい

くべ きだ とい う声 をあ げる べき で、 農業 委員 会と して もそ

れを する こと によ って 、来 年の 米の 生産 調整 に関 わっ てく

るわけです。  
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現に もう 備蓄 米が あり すぎ て来 年の 減反 なり 収穫 量も 減

らさ れた りし てい る現 状が あっ て、 そう いっ た中 で更 に価

格が 下落 して くる と多 くの 農地 を耕 作し てい る方 々が 大変

な危 機に 陥る こと が危 惧さ れま す 。 まだ まだ コロ ナ禍 が収

まら ない とい う状 況で 、来 月の 委員 会に 向け てお 互い に考

えて 意見 書を あげ てい くと いう こと が必 要な ので はな いか

と思います。  

５月 にな ると 田植 えが 始ま りま す。 既に ４月 から の種 ま

きが 終わ って いて 、早 い方 だと ５月 の 10日あ たり から 田植

えが始まるようですが、主食である米、今かろうじて 100％

自給 して いる 米な わけ です が、 価格 が低 迷し てく ると 作れ

なく なる とい うこ とで すか ら 、 国の 責任 とし て主 食で ある

米に つい ては きち んと 供給 でき る体 制を つく る事 は非 常に

大事だというふうに思います。  

来月 に向 けて それ ぞれ お忙 しい と思 いま すが 、考 えな が

ら意見書を出していければいいなと思っております。  

会長にはよろしくお願いします。  

 

会長  生産 者価 格と 備蓄 米を 困っ てい る方 々に 配布 する とい う

事について皆さんで考えてほしいという事 ですか。  

（城内推進委員「そうです。」）  

今年 の転 作と いい ます か、 作付 け数 量 も 決ま った よう で

ござ いま す。 ４月 22日頃か らで しょ うか 、受 付を はじ めて

いる よう です 。久 慈市 は問 題な いよ うで すが 、米 どこ ろで

は米 に代 わる 別の 作物 を植 える とい う事 は大 変な こと のよ

うです。  

この こと につ いて 来月 まで に考 えて ほし いと いう ご提 案

でございます。よろしくお願いします。  

他に皆さんからありませんか。  

（無しの声）  

それでは、事務局の方からお知らせがあり ます。  

 

野田主査  
皆様のお手元に小冊子をお配りしております。 

農業者年金の加入推進事例集ということで、農業会議さんの方か
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らぜひとも委員さんの方にも参考にしていただきたいという事で、 

皆様にお配りさせていただきました。ぜひご一読いただきまして、

加入推進のご協力をよろしくお願いいたします。 

 

会長  

農業者年金ですが、これは社会保険の方は加入できませんが、国

民年金の方は加入できるという事になっております。 

もし、対象者がいらっしゃいましたら、加入推進を図っていただ

きたいと思います。その他、何かありますか 

 

鹿糠委員  農業者年金は農協でも扱っていますか。 

 

野田主査  農業者年金につきましては、農協さん、農業会議さんでも加入推

進、様々な受付等の窓口になっていただいており、協力し合いなが

ら進めているものであります。 

 

会長  その他、何かありませんか。 

（無しの声） 

本日は大変ご苦労様でした。 

以上で、第 26 回久慈市農業委員会議を終了させていただきます。

ありがとうございました。 

 

閉会  14 時 30 分 


