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第 27回  久慈市農業委員会議  

 

１  日  時  令和３年５月 21日（月） 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４条の規定による許可について 

(3)  農地法第５条の規定による許可について 

(4)  相続税の納税猶予に関する適格者証明について  

 

 

４ 報告事項 

(1) 令和３年度の目標及びその達成に向けた活動計画等について 

 (2) 農地改良等届出書の提出について 

(3) 農地法第３条の３の届出書の提出について 

(4)  会務報告 

(5)  その他 

 

 

５  出席者  25名 (出席者名簿のとおり ) 

 

 

６  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 2７ 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 ○  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 〇 

７ 大鹿糠 正 行 ○  宇部 大 﨑 惠 作 ○ 

８ 野 場 まさ子 ○  侍浜 桑 田 孝 一  

９ 中 塚 義 弘 ○  山根 松野下 冨 則 〇 

10 小 倉   明 ○  山形 大 上 和 義 〇  

11 高 倉 道 夫 ○  山形 長 内 廣 一  

12 夏 井 俊 勝 ○  山形 下 舘   靖 〇  

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  只今 から 令和 ３年 度第 27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  みなさん ご苦労様でございます。  

 田 植え の最 中で すが 、若 干水 が足 りな くな って いた よう

ですので、今日 は恵みの雨になったようでございます。  

 私 も午 前中 で田 植え を終 わっ てま いり まし た。 今日 はあ

いに くの 天気 です が、 明日 から は又 、天 気が 良く なる よう

です。  

 み なさ んも 、田 植え 、 が んば って いた だき たい と思 いま

す。終わります。  

 

事務局長  本日の欠席通告委員を報告いたします。  

宇部 文人 委員 、切 金伸 広推 進 委 員、 桑田 孝一 推進 委員 、

長内 廣一 推進 委員 、 類 瀬徳 美推 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。  

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。 

 

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 11番 高

倉道 夫 委 員、 12番 夏井 俊勝 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。  
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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。 木村委員さんお願いします。  

 

木村委員  ５ 月 14日事 務局 の方 ２名 と私 と３ 名で 現地 調査 に行 って

きました。  

 場 所は 、△ △町 の○ ○ 方 面に 向か った とこ ろで す。 すで

に野 菜の 種等 が蒔 かれ てい て、 これ まで も農 地と して 使わ

れて きた 様子 です 。ま た、 これ から も農 地と して 使わ れて

いくように見えました。  

 譲 渡人 と譲 受人 は 近 所同 士で あり 、問 題な いも のと 思い

ました。以上です。  

 

会長 付議番号２番につ いて、間推進委員さんお願いします。  

 

間推進委員  報告いたします。  

 去 る５ 月 14日事 務局 ２名 、私 とで 現地 調査 をし て 参 りま

した。  

 場 所は □□ 保育 園の 近く であ りま す。 ○○ 寺に 向か って

見た 場合 、 □ □保 育園 が左 手、 その 反対 側右 手の 方で ござ

いま す。 昨年 あ た りま で耕 作し てい たよ うな 形跡 が見 られ

まし た。 その 他周 りに も□ □ 保 育園 が園 児向 けに 作付 けし

てい たよ うな 跡も 見ら れ、 私の 所見 とい たし まし ては 、今

後も農地として耕作できるものと見てまいりました。  

何ら問題ないかと思います。以上です。  

 

会長 はい。ご苦労様でした。  

議案 第１ 号に つき まし て事 務局 の説 明 と 現地 調査 員の 報
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告が終わりました。  

質疑を許します。  

（「無し」の声）  

質疑を打ち切ります。  

それでは採決いたします。  

議案 第１ 号農 地法 第３ 条の 規定 によ る許 可に つい ては 特

に意見がないものとしてよろしいですね。  

では、そのように決定させていただきます。  

次に進ませていただきます。  

議案 第２ 号農 地法 第４ 条の 規定 によ る許 可に つい てを 議

題といたします。事務局の説明を願います。  

 

野田主査 ５ページをお開き願います。  

議案 第２ 号  農地 法第 ４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号の説明を終わります。  

 

会長 

 

 はい、議案第２号の事務局からの 説明がおわりました。  

次に現地調査員からの報告をお願いします。  

 

間推進委員  ５月 14 日行ってまいりました。  

○○寺に向かって参道の左側でございます。  

その辺りは住宅に囲まれている所で、事務局の説明通り、

都市 計画 用途 区域 内で もあ りま すの で、 何ら 問題 ない もの

とし て見 てま いり まし た。 ご審 議の 程よ ろし くお 願い しま

す。  

 

会長  はい、ありがとうございました。  

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）  

質疑を打ち切ります。  

採決いたします。  
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議案第２号農地法第４条の規定による許可については  

特に意見がないものとしてよろしいですね。  

では、そのように決定させていただきます。  

次に進ませていただきます。  

議案 第３ 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。事務局の説明を願います。  

 

野田主査   ７ページをお開き願います。  

議案 第３ 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３号について説明を終わります。  

 

会長  は い 、 議 案 第 ３ 号 の 事 務 局 か ら 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。  

間推進委員さんお願いします。  

 

間推進委員 報告いたします。  

5月 14日事務局、高倉委員さん、私で現地調査に行ってま

いりました。  

付議 番号 １番  場 所は △△ クリ ニッ クの 裏手 でご ざい ま

す。 すで にこ の地 域は 住宅 が立 ち並 んで いる 所で 、周 りも

住宅に囲まれている状態です。  

ただ 、現 状の 土地 に若 干土 盛り をす ると いう 所が 気に か

かり まし たが 、周 りも すで に休 耕地 にな って おり まし て、

土盛 りを して も周 辺の 農地 等に は影 響が ない もの と見 てま

いりました。  

付議 番号 ２番  場 所は ○○ 地区 でご ざい ます 。△ △か ら

□□ 線の バス 道路 でご ざい まし て、 昔商 店が あっ たあ たり

の S字カーブ、道路沿いの所です。その周辺はすでに住宅が

立ち 並ん でい ると ころ でご ざい ます 。こ ちら も何 ら差 支え

ないものと思われます。  

付議番号番３番、４番についてご説明します。  

位置 的に は○ ○ 付 近で ござ いま す。 事務 局か らも 説明 があ
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りま した よう に、 今ま でも 工事 関係 者の 方々 が資 材置 き場

等と して 使用 され てい たよ うで す。 追加 の工 事が 発生 した

とい う事 で、 両方 とも また 引続 き資 材置 き場 とし て使 用し

たい とい う申 請の よう でご ざい ます 。周 りの 影響 、状 態か

らして何ら差支えないものと思われます。  

 付 議番 号５ 番  すで に 福 祉施 設が 建っ てお り、 その 奥地

に申請が出されているという事です。  

周辺 の接 続道 路等 、勘 案し て見 まし たが 、す でに 建っ てい

る棟 の奥 に別 棟を 建て ると いう 事で ござ いま した ので 、周

辺の農地には影響を与える事はないと思われます。  

以上です。皆様ご審議の程よろしくお願いします。  

 

会長  はい、多数の案件ご苦労様でした。  

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）  

質疑を打ち切ります。  

議案第３号農地法第５条の規定による許可については  

特に意見がないものとしてよろしいですね。  

では、そのように決定させていただきます。  

次に進めさせていただきます。  

議案 第４ 号相 続税 の納 税猶 予に 関す る適 格者 証明 につ い

てを議題といたします。事務局の説明を願います。  

 

野田主査   15 ページをお開き願います。 

議案 第４ 号  相続 税の 納税 猶予 に関 する 適格 者証 明に つ

いてご説明します。  

 相続税の納税猶予について、適用を受けるため に適格者  

であることを証明することについて、農業委員会の意見を  

求められております。  

 こ ちら につ きま して は、 税務 署よ り該 当者 があ る旨 の通

知が あり 、 ３ 年ご とに 税務 署へ 書類 を提 出す るこ とと なっ

ており、その中に農業委員会の証明が必要であることから、

お諮りするものです。  
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事務 局で 確認 しま した とこ ろ、 農地 、 家 庭菜 園と して 管

理されている状態でありました。 以上です。 

よろしくお願いいたします。 

 

会長  

 

議案第４号につきまして事務局の説明が終わりました。  

質疑を許します。  

（「無し」の声）  

質疑を打ち切ります  

議案 第４ 号相 続税 の納 税猶 予に 関す る適 格者 証明 につ いは

特に意見なしとしてよろしいですね。  

では、そのように決定させていただきます。  

次に報告事項に入らせていただきます。  

報告事項（ 1）令和３年度の目標及びその達成に向けた活

動計画等について、事務局の説明を願います。  

 

鶴飼係長  それでは、私の方からご説明させていただきます。 

資料は、１～３までお配りしております、ご確認をお願いします。 

目標及びその達成に向けた活動計画につきましては、国の方から

示されております様式にならいまして、全国の各農業委員会で行っ

ているものでございまして、その内容は、昨年度の農業委員会の活

動状況の点検と今年度の活動目標の設定になっております。 

以前ですと活動計画策定委員会を開催いたしまして、内容の検討

を行っておりますが、極力会議を減らすといった観点から、昨年度

と同様に事務局の方からの報告というかたちにさせていただきま

す。 

まず、資料１をご覧いただきたいと思います。 

こちらは、平成 28 年 10 月に策定いたしました久慈市農業委員会

の農地等の利用の最適化に関する指針でございます。 

この指針ですが、農業委員会で農地利用の最適化の推進活動をし

ていくうえでの目標を定めたものでございます。３つの項目があり

まして、平成 28 年から 10 年後の目標値を定めたものでございます。 

３つの項目でございますが、担い手への農地の利用集積、新規参

入、遊休農地の解消、これら３つの項目につきまして、目標をもっ

て農業委員会の活動として取り組んでいるものでございます。毎年
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度各活動の目標を定めるにあたりましては、この方針の目標に沿い

まして、それぞれ目標値を定めているところでございます。 

次に資料２をご覧いただきたいと思います。令和２年度の目標及

びその達成に向けた活動の点検、評価になります。主なところにつ 

きましてご説明をさせていただきます。 

まず、１ページでございます。本年３月末現在の農業委員会の状

況でございます。農地の面積や農家数等の概要になっております。 

それぞれの表の下の※印でございますが、これらにつきましては、

主に農林業センサスの数値になっているものでございます。農林業

センサスとは、市の農政課の方で、国に報告する系統数値でござい

まして、５年に１度の統計数値でございます。 

 中段の右側をご覧いただきたいと思います。 

 認定農業者数でございますが、87 名となっております。その下で

ございますが、農業参入法人は５法人となっております。その名称

を農地所有適格法人と言いますが、農地所有適格法人になりますと

法人として農地を所有できることになっております。 

次に２ページをご覧いただきたいと思います。担い手への農地の

利用集積・集約化についてでございます。 

まず、目標値についてですが、２の欄に太字で示しておりますが、

農地等の利用の最適化に関する指針での目標値に沿いまして設定に

なっておりまして、令和２年度の目標値は、トータルで 968ha、実績

ですが 878ha で、令和２年度の実績ですと３ha でございました。 

圃場整備等のまとまった事業がなかったこともありまして、実績

としては３ha という状況となっております。 

次に３ページをご覧いただきたいと思います。新規参入の状況で

ございます。 

１の欄ですが、過去３年間の新規参入の状況になっております。

令和２年度の実績ですが、０経営体となっております。実は、親元

就農ということで２件の参入がありましたが、表の※印欄ですが、

ここでの報告値には親元就農は含まないということになっておりま

して、ここでの報告上は０件となっております。 

次に、２の目標値についてですが、２の欄に太字で記しておりま

すが、資料１の指針によりまして１年に４経営体ということで設定

しております。これは、令和７年度まで毎年１年あたり４経営体の
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目標となっているものでございます。 

 次に、３の目標の達成に向けた活動についてでございますが、振

興局や農政課等関係機関で連携しての新規担い手チームによりまし

て、新規就農相談等に取り組んでいるところでございます。 

新規就農の相談会でございますが、５月から２月まで毎月第２水

曜日の午後に農協さんを会場としまして開催しており、今年度も同

様に開催する予定となっております。 

次に４ページをご覧いただきたいと思います。遊休農地に関する

措置の関係でございます。２の令和２年度の目標及び実績について

でございますが、太字で記しておりますが最終的な目標値は 272ha

でございます。令和２年度の目標といたしましては、９ha でござい

まして、その実績につきましては５ha でございました。これは、毎

年委員の方々にご協力をいただきまして実施しております利用状況

調査での遊休農地の面積の集計によりまして算定しているものでご

ざいます。 

３の遊休農地解消に係る農業委員会の活動といたしましては、毎

年実施しております遊休農地解消事業ですとか、利用状況調査、非

農地判定等によりまして活動していくことになろうかと思っており

ます。 

以上、農地の利用集積、新規参入、遊休農地の解消につきまして

はこのような状況となっております。昨年度は、コロナの影響があ

りましていろいろな活動が制限されたこともありまして、目標に対

する実績値につきましては厳しい結果となっております。 

次に５ページになります。違反転用の関係ですが違反転用はあり

ませんでした。 

次に６ページになります。事務に関する点検でございます。 

内容は、毎月の総会で審議いたしておりますが、転用等の処理件

数になっております。 

まず、１農地法第３条に基づく許可事務でございますが、１年間

の処理件数は 25 件でございました。昨年度は 32 件でございました

ので７件のマイナスとなっております。 

次に２ですが、農地転用に関する事務、かっこ意見を付して知事

へ送付した処理件数ということで、いわゆる農地法第４条と５条の

合計処理件数になります。１年間で 46 件でございました。その内訳
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ですが、４条が５件、５条が 41 件となっております。昨年度は、ト

ータルで 45 件でございましたので、１件の増となっております。 

次に７ページになります。 

３の農地所有適格法人です。合計で５法人となっております。そ 

の下ですが、農地所有適格法人からの経営状況の報告書の提出に

つきましては、毎年提出をいただくことになっておりますが、５法

人すべてから提出をいただいております。 

次に４情報の提供です。 

賃貸借情報の調査、提供ということで、１年間での賃貸借に係る

件数になっております。合計で 16 件でございました。その内訳とい

たしましては、３条による貸し借り分が４件、また、利用集積によ

る貸し借り分が 12 件で計 16 件となっております。 

次に、その下になりますが、農地の権利移動、いわゆる売買等に

よりましての農地の権利移動件数になるわけですが、合計で 52 件と

なっております。その内訳といたしましては、３条によるものが 21

件、５条によるものが 31 件で計 52 件となっております。昨年度は

53 件でございましたので１件の減となっております。 

次に８ページになります。 

事務の実施状況の公表についてでございます。 

総会議事録の公表でございますが、平成 30 年度から市のホームペ

ージの方で議事録の公表を行っております。 

以上で、令和２年度の活動点検、評価についての説明を終わりま

す。 

次に、資料３をご覧いただきたいとおもいます。 

令和３年度の目標及びその達成に向けた活動計画についてご説明

いたします。 

こちらの様式も国から示されていええる様式であります。１ペー

ジ目につきましては、先ほどの資料２の１ページ目と全て同じでご

ざいますので、２ページ目からご説明させていただきます。 

それぞれ、項目ごとに今年度の目標につきましてご説明させてい

ただきます。目標値の算定にあたりましては、最初にご説明いたし

ました、資料１の農地等の利用の最適化に関する指針にならいまし

て目標値を設定しております。 

 まず、担い手への農地の地用集積・集約化についてでございます。 
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２の今年度の目標及び活動計画でございますが、かっこ内の新規

集積面積目標値でございます111haとさせていただきました。新規集

積目標面積の考え方でございますが、下の黒丸のところでございま

す。令和７年度まではの目標値が1,453haです。今まで878haの 

実積がありますので、そこまでの到着まではあと 557ha という状況

です。これを今から５年間ありますので、５で割りまして 111ha と

いう目標としております。 

 次に、新たな農業経営を営もうとする者の参入促進でございます。

２の目標値でございますが４経営体とさせていただきました。新規

参入の目標につきましては、毎年１年ごとに４経営体と設定してお

りますので、それによしての目標値となっております。 

 次に、３ページ目をご覧いただきたいと思います。 

遊休農地に関する措置でございます。下の黒丸の目標設定の考え

方でございます。農地等の利用の最適化に関する指針によりまして

令和７年度までの目標値が 272ha でございます。現在、320ha でご

ざいますので、残り 48ha を５年後ということで５で割りまして、

9.6ha ということで四捨五入をいたしまして 10ha とさせていただき

ました。 

次に、違反転用への適正な対応でございますが、違反転用につき

ましては０件ということでございますので、引き続き違反転用がな

いように、農地パトロール等によりましてその防止に努めてまいり

たいと考えております。 

以上が令和３年度の目標達成に向けた活動計画についてでござい

まして、長くなりましたが、以上で私からの報告を終わります。 

 

会長  事務局からの報告が終わりました。皆さんから何かありませんか。 

（鹿糠委員が挙手） 

鹿糠委員、お願いします。 

 

鹿糠委員  資料２の３ページ、新規就農相談会での農協の担当者は誰になり

ますか。 
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野田主査  農協 の担 当者 につ きま して は誰 か１ 人と いう わけ では な

くて 、相 談の 内容 によ りま して 、金 融の 担当 です とか 、米

の担 当、 畜産 の担 当な ど、 相談 内容 に合 わせ てそ れぞ れの

担当者が対応しております 。  

 

会長  

 

他にありませんか。 

（「無し」の声） 

無いようですので、次に、報告事項（２）農地改良等届出書の提

出について事務局より報告願います。 

 

野田主査  

 

17 ページをお開き願います。 

報告事項（２）農地改良等の届出書の提出がありましたのでご報 

告します。 

（以降、届出書の説明） 

以上で、報告事項（２）の説明を終わります。 

 

会長  

 

 

24ページ の地 籍図 にあ る曲 線は 、住 宅地 図の どの 辺り に

なるのですか 。  

野田主査   図 面に つい て補 足さ せて いた だき ます 。住 宅地 図が 古い

もの でご ざい まし て、 湊橋 は現 在工 事中 でご ざい ます 。地

籍図 の直 角に 曲が った よう なと ころ が湊 橋か らつ なが る盛

土を して いる 部分 です 。今 回の 申請 地は その カー ブ内 側辺

りになります。  

 

会長  はい。了解しました。  

報告事項（２）の説明が終わりました。  

質疑を許します。  

（無しの声）  

質疑を打ち切ります。  

次に、報告事項（３）農地法第３条３第１項の届出の提出につい

てを議題といたします。事務局より報告願います。 
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野田主査  25 ページをお開き願います。 

報告事項（３） 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。 

土地の表示、届出人は記載のとおりでございます。３件とも届出 

事由はいずれも相続による取得です。 

以上で報告事項（３）の説明を終わります。 

 

会長  事務局の説明が終わりました。 

相続でございます。 

よろしいですね。次に進ませていただきます。 

報告事項（４）会務報告、局長お願いします。 

 

事務局長  それでは 26 ページの方ご覧いただきたいと思います。 

会務報告ですが、前回の定例会議以降の報告となります。 

４月 28 日、遊休農地解消事業作業でございます。夏井町で今年度

は実施をいたしましたが、田村芳明実行委員長、副委員長でありま

す小倉委員、田村英寛委員、切金推進委員４名の方で４月 21 日に行

いました草刈りの雑草等の焼却作業を行っております。 

 ５月 14 日、農地転用等の現地調査でございます。高倉委員、間推

進委員、大川目地区の農用地３条につきましては木村委員に調査を

していただいております。農地法第３条、４条、５条に係る現地調

査をいたしました。 

 ５月 17 日、第 62 回常設審議委員会が盛岡市で開催されました。

会長と事務局が出席をしております。県内各農業委員会の、前月分

の４条、５条の審査を行っております。 

 ５月 19 日、会長、事務局長合同会議研修会が盛岡市で開催され、

会長と私が出席をして参りました。令和３年度、岩手県農業会議事

業計画等についての説明でございました。 

 そして本日、第 27 回農業委員会議となっております。 

 なお、６月の農業委員会議の予定でございますが、６月 21 日 

月曜日午後１時 30 分から市役所大会議室となっております。 

以上でございます。 
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会長  補足いたします。５月 19 日の会議の中で、今年度の岩手県農業委

員会議の大会を 11 月 10 日に予定しているそうですが、コロナの関

係で参加人数を例年の半数、約 400 人規模にしたいとの事でござい

ました。 

質疑を許します。 

（「無し」の声） 

質疑を打ち切ります。 

それでは、報告事項も終わりました。 

その他みなさんから何かございませんか。 

（田村推進委員 挙手） 

田村推進委員お願いします。 

 

田村推進

委員  

 遊休農地解消事業に取組んでいるわけですけれども、その件で少

しお話しさせていただきます。 

先月４月 21 日農業委員会議の午前中でしたが、草刈り作業を行い

まして多くの委員の方々に出席していただいて終わっております。 

先ほどの会務報告にありましたように、４月 28 日には小倉委員から

消火のスタンバイをしていただきながら、草刈りの時に残していた

雑草をきれいに焼却しております。その際には、夏井委員にも出席

していただいておりますので申し添えます。その後ですが、焼却し

たところにロータリーをかけております。 

５月６日には畔塗り、早坂集落農業組合の新井野さんから畔を塗

ってもらいました。５月 12 日には、稲が倒伏しないようにケイ酸カ

ルシウムを散布しております。５月 16 日には、パワーハローを全面

にかけております。 

今の状態は水を入れて代掻きをするのを待っているという状態

で、田植えは来月上旬になると思います。 

今後、この事業が終了するまで随時報告していきますので、よろ

しくお願いします。 

 

会長  ご苦労様でございました。 

ありがとうございました。 

他にございませんか。 

（野田主査 挙手） 
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はい。野田主査お願いします。 

 

野田主査   みなさんにお配りしている資料について、簡単に説明させていた

だきます。マスタープランに関係しまして、冊子が 1 部ずつ配られ

ているかと思います。 

農業会議さんの方から、委員の皆様へと届いたものでして、昨年

度末で久慈市は全地区実質化したという事で、今年からは実際に動

いて行くというところになるわけですが、この冊子は以前、広田先

生がマスタープランについて研修された資料になります。改めてマ

スタープランがどういう事か、解りやすくまとまっている資料とい

う事でお配りしました。 

お時間みて、ご一読いただければと思います。 

よろしくお願いします。 

 

会長   その他何かありませんか。 

（無しの声） 

無ければ以上を持ちまして、第 27 回久慈市農業委員会議を終了さ

せていただきます。 

ご苦労様でした。ありがとございました。 

 

閉会  14 時 30 分  


