
1 

 

令和４年２月高原町農業委員会定例総会会議録 

 
１．開催日時    令和４年２月２５日（金）午前９時３０分から午前１０時４３分まで 

２．開催場所    高原町役場２階第４会議室 

３．出席委員    １５名     

          農業委員７名   

          会長   １番 山元啓嗣  会長代理 ２番 石崎正彦 

               ３番 入木真一       ４番 岡元良農夫 

               ５番 加藤正博       ６番 郡山信敏 

７番 邊木園浩子 

農地利用最適化推進委員８名 

１１番 石山浩文  １２番 大迫恒作 １３番 坂元朋子 

１４番 酒匂清治  １５番 佐藤哲夫 １６番 西村正人 

１７番 真方実喜男 １８番 鳥集公則 

 

４．日程 

  第１ 議事録署名委員及び会議書記の指名 

       議事録署名委員   ３番 入木真一 ４番 岡元良農夫 

       会議書記      係長 小久保洋平 

  第２ 議案第４８号 農地法第３条の規定による所有権移転の許可について意見を求める。 

議案第４９号 農地法第４条の規定による許可・進達について意見を求める。 

議案第５０号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集 

積計画の所有権移転について意見を求める。 

議案第５１号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集 

積計画の利用権設定について意見を求める。 

 

５．農業委員会事務局職員 

      事務局長 上村洋二   係長 小久保洋平 

６．会議の概要 

（小久保係長）皆さん、おはようございます。定刻になりましたので、只今より総会を始めさせ

ていただきます。一同ご起立下さい。「一同、礼」。お座り下さい。 

（事務局長）おはようございます。今月の定例総会案件は、お手元に配布の議案書のとおり、議

案第４８号から議案第５１号までの議案１９件です。尚、議案第４８号第６項、第７項

及び第１０項は取り下げとなっております。又、その他として「農業経営の基盤の強化

に関する基本的な構想の改正に係る意見聴取について」も説明し、ご意見を頂く予定で

す。ご審議方よろしくお願い致します。３月の定例総会は２８日（月）です。議案審議、

及び転用議案に係る現地調査は、２２日（火）にお願いする予定です。３月の４条・５



2 

 

条に係る調査委員会は、第１調査委員会です。よろしくお願い致します。会長がご挨拶

を申し上げます。 

（会長あいさつ） 

（会長代理）ただいまの出席委員は、農業委員７名中７名、推進委員８名中８名であります。高

原町農業委員会規則第５条の規定の定足数に達しておりますので、本総会は成立して

いることを報告します。これより、２月の定例総会を開催致します。本日の議事日程

はお手元に配布のとおりであります。 

（議長）それではこれより議事に入ります。まず日程第１、本日の議事録署名委員、及び会議書

記の指名を行います。高原町農業委員会規則第１９条第２項に規定する議事録署名委

員ですが、議長から指名を致します。ご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

（議長）それでは議事録署名委員に、３番入木委員と４番岡元委員を指名を致します。尚、本日

の書記は事務局の小久保係長にお願いを致します。 

（議長）次に日程第２、議案審議に入ります。議案第４８号「農地法第３条の規定による所有権

移転の許可について意見を求める。」を議題とし、事務局長に議案の説明をお願い致し

ます。 

（事務局長）議長、事務局長。（事務局長）議案書の４ページをご覧ください。今回の農地法第

３条による所有権移転申請件数は７件です。ご説明致します。第１項、譲受人 ○○○

○氏 譲渡人 ○○○○氏による売買で、田１筆、１，５０２㎡、売買代金は総額３３

万円です。調査委員は真方委員です。第２項、譲受人 ○○○○氏 譲渡人 ○○○○

○氏による売買で、田２筆、計１，４７２㎡、売買代金は総額１０万円です。調査委員

は、岡元委員です。第３項、譲受人 ○○○○氏 譲渡人 ○○○○○氏による売買で、

畑１筆、１，１５６㎡、売買代金は１０万円です。この案件につきましては農地を取得

される方の合計の耕作面積が５０ａ未満ですが、申請地が農振法の白地のため下限面積

の１０ａ、いわゆる別段面積の要件を満たしております。調査委員は佐藤委員です。第

４項、譲受人 ○○○○氏 譲渡人 ○○○○氏による売買で、畑１筆、７３０㎡、売

買代金は８２万９千５４５円です。調査委員は坂元委員です。第５項、譲受人 ○○○

○氏 譲渡人 ○○○○氏による売買で田１筆、７７２㎡、売買代金は３４万円です。

調査委員は坂元委員です。第６項、第７項は取り下げされております。第８項、譲受人 

○○○○氏 譲渡人 ○○○○氏による親子間の贈与で田１筆、畑２筆、計６，４５７

㎡です。調査委員は石山委員です。第９項、譲受人 ○○○氏 譲渡人 ○○○○氏に

よる親子間の贈与で、田１筆、５６９㎡です。調査委員は鳥集委員です。以上、受付審

査の結果、譲受人の効率利用要件、常時従事要件など、許可要件のすべてを満たしてい

ると考えております。以上です。 

（議長）本件につきましては、地元委員に現地調査を付託しておりますので、その報告を求めま

す。第１項ついては、真方委員に調査をお願いしておりますので、調査内容の報告をお

願いします。 

（真方委員）はい。（真方委員）１７番真方です。第 1項について、２月２２日１０時３０分よ
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り双方に電話で確認を致しました。申請地は議案書の１０ページの航空写真をご覧くだ

さい。譲受人は農業用機械としてトラクターを１台、軽トラックを１台所有しており、

世帯員は２名で農作業に従事しておられます。余談ですけども、今は兼業でされており

ますが定年後に農業をやりたいという希望を持たれているようです。地域の農業者とも

連携を取っており、３条許可に問題は無いと判断致しました。以上です。 

（議長）それでは第２項については、岡元委員に調査をお願いしておりますので、調査内容の報

告をお願い致します。 

（岡元委員）第２項の報告を４番岡元が致します。現地確認を２月２２日火曜日１１時３０分か

ら行っております。譲渡人は自宅で譲受人は電話で調査を実施しました。申請地は議案

書の１１ページの航空写真をご覧ください。譲受人は農業用機械としてトラクターを１

台、軽トラックを１台、バインダーを１台、田植機を１台所有しております。又、世帯

員２名で年間２００日程度農作業に従事しています。地域の農業者とも連携を取ってお

り、３条許可に間違いないものと判断致します。以上で報告を終わります。 

（議長）続いて第３項については、佐藤委員に調査をお願いしておりますので、調査内容の報告

をお願い致します。 

（佐藤委員）はい、１５番佐藤です。第４８号第３項について２月２０日１１時５０分から双方

に電話で確認しました。申請地は１２ページの航空写真をご覧ください。譲受人は大工

さんで地域の農業者とも連携を取っており３条許可に問題無いものと判断致しました。 

（議長）第４項及び第５項については、坂元委員に調査をお願いしておりますので、調査内容の

報告をお願い致します。 

（坂元委員）はい。１３番坂元です。先ず４項について報告致します。２月２０日と２１日に譲

渡人、譲受人にそれぞれ電話で聞き取り調査を致しました。申請地は議案書の１３ペー

ジの航空写真をご覧ください。譲受人は農業用機械としてトラクターを２台、軽トラッ

クを１台所有しております。世帯員３名で年間ほぼ毎日農作業、牛の飼育に従事されて

います。地域の農業者とも連携を取っており、３条許可に問題無いものと判断致します。

続いて５項について報告を致します。２月２０日に譲受人、○○○○様宅に聞き取り調

査に伺いました。そして譲渡人、○○○○様には電話で聞き取りを致しました。これは

兄弟間の売買になっています。申請地は議案書の１４ページの航空写真をご覧ください。

譲受人は農業用機械としてトラクターを１台、軽トラック１台を所有しております。世

帯員２名で年間１５０日程度農作業に従事されているそうです。地域の農業者とも連携

を取っており、３条許可に問題無いものと判断致します。以上です。 

（議長）第８項については、石山委員に調査をお願いしておりますので、調査内容の報告をお願

い致します。 

（石山委員）はい、１１番石山です。２月２０日１０時４０分から自宅に赴いて聞き取り調査を

しました。申請地は１７ページの航空写真をご覧ください。譲受人と譲渡人は同居して

おり、トラクターは古くなり出したみたいで、軽トラックを１台所有しており、世帯員

３名で年間１５０日程度農作業に携わっております。地域の農業者とも連携を取ってお

り、３条許可に問題無いものと判断致します。トラクターは今の所リースで耕し、ほう
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れん草の作付けを行っているそうです。以上です。 

（議長）第９項については、鳥集委員に調査をお願いしておりますので、調査内容の報告をお願

い致します。 

（鳥集委員）１８番鳥集です。第４８号第９項の調査報告を行います。２月２０日の日曜日に現

地調査を実施しました。譲渡人、譲受人には２月２０日、日曜日１１時３０分頃電話で

双方に確認を行いました。申請地は議案書の１８ページの航空写真をご覧ください。場

所は蒲牟田区の農地１筆です。譲受人は農業用機械としてトラクターを所有されていま

した。農作業は本人 1人で経営され従事日数も満たされております。地域経営体への集

積等の取組にも連携を取っており、話し合いや活動等にも参加して協力するなど特に問

題は無いと判断致しました。以上です。 

（議長）ありがとうございました。以上で報告が終わりましたのでこれより審議に入ります。ご

意見を賜りたいと思います。何かご意見はございませんか。 

（郡山委員）はい。６番郡山です。４項の○○○○氏の件ですけど、昨年の１２月に手前の方を

一般住宅で購入したと思うんですけど、航空写真の方を見てみると残りの土地の方がも

の凄く少なくなっているんですけど。面倒な土地に見えるんですけど。 

（事務局長）議長、事務局長。（事務局長）お答え致します。仰るとおり○○さんが今回の申請

をした南側に住宅地として土地を取得されております。この斜め線になっている下の方

に○○○○さんが住宅を作るという事で取得されまして、今回その北側を取得されると

いう事でございます。売買価格もちょっと高いのかなというふうに思っておりますが、

当該地が都市計画の用途区域という事で実質的には宅地に近いような価格で取引され

ている事例がほとんどでございますのである程度仕方がないのかなというふうに事務

局では考えております。以上でございます。 

（郡山委員）残りの土地はそのまま残っているわけですか。 

（事務局長）残りの土地というのは。 

（郡山委員）この航空写真で見るとここが残っている感じなんですけど、こちらは。 

（事務局長）この道路際ですか。 

（郡山委員）はい。 

（事務局長）議長、事務局長。（事務局長）ここは航空写真では農地になっているんですが、地

目上は原野でございます。原野として残っておりますが、現況は一体的に農地として使

っているなという状況のようでございます。以上でございます。 

（議長）よろしいでしょうか。 

（郡山委員）見た感じあそこの土地は２反５畝くらいあったと思うんですけど、私たちが１２月

に見たときには。それを計算してみると大体１反５、６畝あって、１反近くは残るのは

どうなのかなと。 

（事務局長）農地としては一体的には使われるだろうというふうには思います。 

（郡山委員）現状は原野として残ってしまうという事ですか。○○さんが作る事は作るけど原野

として残るって感じですか。 

（議長）暫時休憩致します。 
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（議長）休憩前に引き続き審議に入ります。 

（真方委員）すみません。それに関連してですけど、１２月の定例会の時の図面を見てるんです

けど、住宅の隣も原野だったんですかね。同じような感じで拡張に備えて残してあるっ

ていう事ですか。 

（事務局長）はい。（事務局長）そうです。元々が原野なのでこの部分は残してあります。○○

さんが万が一住宅を広めたり、例えばこの方は農家ですので軽トラック等を停 

めないといけないという時には原野ですので転用関係は必要ないという事で残してはあります

という事です。 

（議長）真方委員よろしいでしょうか。他にございませんか。 

（真方委員）はい、すみません。（真方委員）１７番真方です。２項、３項と単価が相当安い設

定、１項についてもここは土地改良で良いところなんですけど、１反単価２２万くらい

ですか。２項についても単価７万くらいになるんですかね。３項についても単価９万く

らいの計算です。安いと思うんですけど何か原因はありますか。 

（事務局長）議長、事務局長。（事務局長）お答え致します。反２２万円くらいという事は今現

在高原町での水田の価格がほ場整備されてるところでも２０万から２５万、良いところ

で３０万かなと。勿論売り様買い様ございます。隣に自分の田んぼがあるからどうして

も欲しいとかそういう特別なご事情もある場合もありますが、この第１項については反

２２万いいところかなというふうに事務局では考えております。あと２項につきまして

はこの降り口の所が狭小でございまして、大きなトラクター関係は中々入れにくいのか

なというとこでございます。又、形も成形されておりませんので単価的にこのくらいか

なというふうに判断を致しております。３項につきましては、○○さんの持っている農

地がここだけで、その左側が宅地なんですがここも一緒に○○さんが買いますという事

のようでございます。持ってらっしゃる○○さんが施設に入るという事で、家も一緒に

買ってほしいという事で相談を受けております。そういった特殊なご事情もございます

ので単価的にもこの程度で両方の話し合いがまとまったという事だと思っております。

以上でございます。 

（事務局長）はい。（事務局長）補足してご説明申し上げます。１６ページをご覧ください。航

空写真の①を見ると申請地の黄色の斜線の中に建物のような青い屋根のようなものが

見えるところがございます。これについては現地を見ますと農機具倉庫のようなちょっ

とした物置みたいなものが建っております。これについては農地に建っているという事

で相談をしまして２００㎡以内は農業委員会への届出で転用が不要という事になって

おりますので届出をして頂いてるという事でございます。既に届出がされております。

以上でございます。 

（議長）他にございませんか。それでは無いようですのでこれを以て審議を終わります。これよ

り採決致します。議案第４８号「農地法第３条の規定による所有権移転の許可について

意見を求める。」第１項から第５項、第８項及び第９項に賛成の方の挙手をお願い致し

ます。 

（全員挙手） 
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（議長）全員賛成ですので、議案第４８号第１項から第５項、第８項及び第９項については、申

請どおり許可をすることに決定を致しました。 

（議長）続きまして、議案第４９号「農地法第４条の規定による許可・進達について意見を求め

る。」を議題と致します。それでは、事務局長に説明をお願い致します。 

（事務局長）議長、事務局長。（事務局長）議案書の２１ページをご覧ください。今回の農地法

第４条に関連する申請件数は１件です。ご説明申し上げます。第１項、○○○○氏の申

請案件で、田１筆、３２１㎡、露天駐車場、回転広場を目的とした転用申請です。都市

計画区域外、農業振興地域内、農用地区域外の第２種農地です。以上は、農地法第４条

第６項各号の不許可の要件に該当しないと思われることから、許可相当と考えておりま

す。以上です。 

（議長）本件につきましては、第５調査委員会に調査をお願いしておりますので、調査内容の報

告を邊木園委員長にお願い致します。 

（邊木園委員長）はい。７番邊木園が報告致します。２月の２２日に役場の小久保さんと佐藤委

員さんと現場に行きました。転用目的は露天駐車場、回転広場です。申請地は議案書の

２２ページをご覧ください。施設の配置図については議案書の２３ページをご覧くださ

い。申請地は農用地区域外で第２種農地となっております。地域住民、周辺農地にも影

響が無い事から問題無いと判断致しました。報告を終わります。 

（議長）ありがとうございました。随行された他の委員の方のご意見はございませんか。 

（佐藤委員）はい。（佐藤委員）１５番、佐藤です。邊木園委員の報告の通り何の問題も無いと

判断致しました。 

（議長）以上で報告が終わりましたので、これより審議に入ります。ご意見を賜りたいと思いま

す。ご意見はございませんか。 

（議長）よろしいですか。それではこれを以て審議を終わります。これより採決致します。議案

第４９号「農地法第４条の規定による許可・進達について意見を求める。」の第１項に

賛成の方の挙手をお願い致します。 

（全員挙手） 

（議長）全員賛成ですので、議案第４９号第１項については申請どおり許可することに決定を致

しました。 

（議長）続きまして、議案第５０号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用

地利用集積計画の所有権移転について意見を求める。」を議題と致します。事務局長に

説明をお願い致します。 

（事務局長）議長、事務局長。（事務局長）議案書は２６ページをご覧ください。今回の申請件

数は２件です。第１項、譲受人 ○○○○氏 譲渡人 ○○○○氏の申請案件で田１筆、

２，５９４㎡、対価総額５１万８千円です。石崎代理、酒匂委員のあっせんを受けてお

ります。第２項、譲受人 ○○○○氏 譲渡人 ○○○○氏の申請案件で田３筆、計２

８５㎡、対価総額２万円です。石山委員、西村委員のあっせんを受けています。以上に

おいては、農業経営基盤強化促進法第１８条の各要件を満たしていると考えております。

以上でございます。 
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（議長）説明が終わりましたので、これより審議に入ります。ご意見はございませんか。 

（議長）よろしいですか。これを以て審議を終わります。これより採決を致します。議案第５０

号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画の所有権

移転について意見を求める。」の第１項及び第２項に賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

（議長）全員賛成ですので、議案第５０号の第１項及び第２項は、申請どおり許可することに決

定を致しました。 

（議長）続きまして、議案第５１号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用

地利用集積計画の利用権設定について意見を求める。」を議題と致します。事務局長説

明をお願いします。 

（事務局長）議長、事務局長。（事務局長）議案書は３１ページをご覧ください。今回の申請件

数は、９件です。ご説明致します。第１項、借受人 ○○○○氏 貸渡人 ○○○○○

氏の申請案件で、田５筆、計７，００６㎡の賃貸借で賃借料は年総額１１万２千円、賃

貸借期間は令和４年４月１日から令和９年３月３１日までの５年間の再設定です。第２

項、借受人 ○○○○氏 貸渡人 ○○○○氏の申請案件で、田１筆、２，０００㎡の

賃貸借で賃借料は年総額４万円、賃貸借期間は令和４年４月１日から令和７年３月３１

日までの３年間の再設定です。第３項、借受人 ○○○○氏 貸渡人 ○○○○○氏の

申請案件で、田２筆、計１，９２９㎡の賃貸借で賃料は年総額米３袋の物納、賃貸借期

間は令和４年４月１日から令和９年３月３１日までの５年間の再設定です。第４項、借

受人 ○○○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○氏 貸渡人 ○○○氏の申請案

件で、田１筆、８５８㎡の賃貸借で賃料は年総額玄米３０㎏を１袋の物納、賃貸借期間

は令和４年３月１日から令和９年２月２８日までの５年間の新規設定です。相続人持分

過半の同意を得ています。第５項、借受人 ○○○○氏 貸渡人 ○○○○○氏の申請

案件で、畑１筆、４，７４５㎡の賃貸借で賃料は年総額２万５千円、賃貸借期間は令和

４年３月１日から令和１４年２月２９日までの１０年間の新規設定です。第６項、借受

人 ○○○○○○○○ 代表取締役 ○○○○氏 貸渡人 ○○○○○氏の申請案件

で、畑１筆、１，８９３㎡の使用貸借で、使用貸借期間は、令和４年３月１日から令和

５年２月２８日の１年間の新規設定です。第７項から第９項の借受人は、公益社団法人

宮崎県農業振興公社 理事長 亀澤保彦氏です。第７項、貸渡人 ○○○○氏の申請案

件で、畑１筆、３，２１３㎡の賃貸借で賃料は年総額２万５千円、賃貸借期間は令和４

年４月１日から令和９年３月３１日の５年間の新規設定です。一般社団法人権利擁護セ

ンターみらいの同意を得ています。第８項、貸渡人 ○○○○○氏の申請案件で、畑１

筆、３，２８８㎡の賃貸借で、賃貸借は年総額１万５千円、賃貸借期間は令和４年４月

１日から令和１４年３月３１日までの１０年間の新規設定です。相続人持分過半の同意

を得ています。第９項、貸渡人 ○○○○氏の申請案件で、田１筆畑１筆、計４，９１

０㎡の賃貸借で賃料は年総額２万４千５５０円、賃貸借期間は令和４年４月１日から令

和９年３月３１日までの５年間の新規設定です。ただし令和４年度は賃料の支払を致し

ません。以上、説明致しました全ての案件は、農業経営基盤強化促進法第１８条の各要
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件を満たしていると考えております。以上でございます。 

（議長）説明が終わりましたので、議案第５１号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規

定による農用地利用集積計画の利用権設定について意見を求める。」第１項から第９項

までの審議に入ります。何かご意見はございませんか。 

（加藤委員）はい。５番加藤です。７番の賃貸借の案件で備考のところに成年後見人という初め

て出てきたんですけど認知症とかなんでしょうか。 

（事務局長）暫時休憩をお願いします。 

（議長）暫時休憩致します。 

（議長）それでは休憩前に引き続き審議に入ります。他にございませんか。 

（議長）よろしいですか。それでは無いようですので、これで審議を終わります。これより採決

致します。議案第５１号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地

利用集積計画の利用権設定について意見を求める。」第１項から第９項までについて、

賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

（議長）全員賛成ですので、議案第５１号の第１項から第９項は、申請どおり許可することに決

定を致しました。 

（議長）次に、その他の事項として「農業経営の基盤の強化に関する基本的な構想の改正に係る

意見聴取について」の説明を小久保係長にお願い致します。 

（小久保係長）お時間を頂いて説明をさせて頂きます。農業経営の基盤の強化に関する基本的な

構想という事でとても長いものなんですが、ここに書いてあるんですが５年に１回改正

をする事となっておりまして、前回のが平成２９年で、今年度で５年目を迎えるという

事で新しい構想を今策定をしているというところでございます。この基本構想というの

が、農家の方々が農業をやりやすくする為に１０年間の今後の見通しをみながら色々計

画を立てていくというもので基本的には二点ほどございまして、一つが認定農業者の認

定に関する事、それともう一つが農地の貸し借り、所謂基盤法の方ですね、こちらの事

についても計画の方で盛り込んでいるところでございます。この２番目で見直しを行う

際は、法律の施行令の方で決まっておりまして、農協と農業委員会の方に意見を求める

ことになっております。それが無いとこの新しい構想が発行されないという事になって

おりますので、今回農業委員会の方でお諮りをして頂きたいというふうに考えていると

ころでございます。こういう形で町長から公印付きの依頼文書の方も届いておりまして、

皆さんにはお配りしていないんですけど、４、５０ページの計画書の方をたてておりま

す。中身の方は先ず見直しのポイントというところで、一点目が県の方も昨年の１０月

に改正をしております。それに伴って文言等の修正、町の方の構想も修正をかけており

ます。あと、第６次の総合計画といって１０年に一回スパンの長期計画があるんですけ

ど、それにも合わせるようなかたちでの政策を盛り込んでおります。あと、先程説明致

しました認定農業者の方の現状等を踏まえて若干数字等の修正をかけております。次が

新規就農者の方についても基本構想の方で策定をしておるのでその方々についても若

干整理をしております。あと、裏面の方を捲って頂きまして基盤強化促進法もこの５年
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間の間に変わっておりますので、それについての見直しをかけております。先程は大き

なものだったのですが今度から細かいところを説明させて頂きますと農業基盤強化の

促進に関する目標という項目がございまして、その中で先程言った町の計画、あと県の

方が危機事象について、所謂災害とか家畜伝染病とかそういったものについて結構詳し

く述べておりますので。今まではそれぞれの防災なら防災、家畜防疫なら家畜防疫とい

う形だったんですけどそれが全部をひっくるめて、新防災という言葉を使っておりまし

てそういった文言をこちらに載せております。あと、人・農地プランの実質化を今国の

方がだいぶ求めてきておりますのでそちらについても加筆修正をしております。次が、

皆さんが認定農業者を受ける際に所得目標というのを定めております。こちらを今まで

は３９０万円というところで平成２９年度の計画では載せてるんですが、今度の令和４

年度からの計画では一応４００万円という形で目標単価を若干上げております。下の従

たる農業従事者というのが、法人の方とかが申請される際に主たると従たるというとこ

ろをあわせて今までの計画ですと３９０万＋の１００万という事で法人向けの所得は

４９０万ですよというふうにしております。そこを１００万から１５０万、ちょっと大

きく上がるんですが法人という事でこの形をとらさせて頂いているところでございま

す。こちらの試算については県の目標と町の現状等を勘案してこの数字とさせて頂いて

いるところでございます。今、霧島農業推進機構で２年目ですかね、トレーニングハウ

ス。小林の水流迫のところにあるんですけど、きゅうり栽培の研修施設の方がございま

す。前回の計画ではこれが載っておりませんでしたのでこちらの方も載せておるところ

でございます。第二の方は農業経営の基本的指標というところでこちらが各営農累計、

例えば畜産の和牛生産とか肥育とか、あと施設園芸のきゅうり専業、ピーマン専業とか

いう形でそれぞれの作目ごとで基本的にこういう設備を整えなさいという様なものを

設けてるんですが、その中で園芸の方できゅうり専業というのが無かったもんですから。

トレーニングハウスを今やっておりますので新規就農の方も取り込んでいきたいとい

うところできゅうり専業の方を追記しております。先程のが認定農家でこちらは新規就

農者方で、今までがニラ・ピーマンの複合という形で計画を立てたんですけど先程言っ

た理由できゅうり専業の方に変更をさせて頂いております。第三の方がこちらが農地の

利用集積等の係るところなんですが、農用地利用集積円滑化団体というのが今まであり

まして、農協さんの方で色々事務をして頂いていたんですけどそれがもう無くなりまし

て、農地中間管理事業の方に一本化されたというところでここはもう法律的なものが無

くなったというところでの削除となっております。第四についても先程言った円滑化団

体等が無くなったことによりまして、農地中間管理事業の方に事業が若干移った部分が

ありますのでそういった項目について記載と先程言いました削除をしております。全般

に関わることと致しまして先程言いました農用地利用集積円滑化事業が無くなりまし

たので全ての項目に少しずつ載っているところがありましたのでそれらを全て削除致

しております。大まかな内容としては以上でございます。 

（議長）只今説明がありましたけども「農業経営の基盤の強化に関する基本的な構想の改正」に

ついて何か質問がある方はお願いします。 
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（真方委員）すみません。（真方委員）１７番、真方です。質問なんですけど、第一の下の農業

従事者が３９０万から４００万になったというところですけど、この所得という考え方

は収入から支出を引いた残りが４００万という事ですか。経営者の純粋な所得として４

００万という事なんですか。 

（小久保係長）はい。一応目標と致しましてそういう考え方です。所謂農業所得、先程言われた

収入から経費を差し引いた額という形でとらさせて頂いておりまして、勿論達成するの

が一番なんですけど、認定農業者の計画を立てる際も５年後の目標で計画を立てますの

でそういった形でこの金額を目指して頂きたいと。あとこの金額の算出の基礎になって

るのが、県の方が所謂農業以外に従事されてる方の所得の平均値を取っております。そ

こから県の方が数字を出しておりまして、町の方は県の出してる所得目標と高原の全体

の所得を計算した時に大体 0.8ちょっとくらいでした。その数字をかけまして４００万

という形で掲載をさせて頂いてるところです。 

（議長）補足をさせて頂きますと、小林と高原町ではちょっと違うんですけれども、畜産をやら

れてる方の場合に小林では５年後の牛の値段が６５万という形で設定をしてそのうち

の３５％残りますと。だからその３５％かけた分が農業所得として計算されてそれが３

９０万から４００万になるというような形になります。作物ごとに県が定めてる率があ

るんですけども、中々実勢に合わない部分もあって非常に厳しいというか、実際はまだ

残るのにというところがあって各小林、高原町で農協も含めて色々農業所得の出し方と

いうところを整理して、それぞれの形で農業所得の算出基礎を作ってるという状況です。

高原町の場合は畜産の町ですので、畜産農家が多いのでこういった認定農業者関係、所

得をある程度年間２０頭出していってまあ５００万程度の農業所得があるというよう

なかたちですので。十何頭おって４００万するには１５～６頭くらい出していければ認

定農業者になれると。それが５年後の目標ですので、現在５頭とか６頭とかいなくても

５年後そういった規模に持っていくという事で認定農業者という制度が定められてい

ます。認定農業者になるとクラスター事業とか色んな畜産関係の事業はあるんですけど

も、そういった事業にのっていくためには認定農業者になっているのが条件だというと

ころもありますので。高原では今何件くらい認定農業者がいるんでしょうか。どうして

も高齢化が進んで縮小というような形になってますので減っているという状況であり

ます。 

（小久保係長）ありがとうございます。先程会長が言われた通り、県の指標があるんですけど実

勢に基づいていないところもあったりするのでそこは担当の職員がいますので、申請者

の方から聞き取りをしながら実勢に近い数字にもっていってるところです。 

（真方委員）現実として４００万の所得もあれば、一般の給与所得者とあまり変わらない方もい

るんですがどうなんですか。認定農業者の方で畜産で大きくやっている方は超えると思

いますけどきゅうりとか色んな施設園芸何かで４００万達成するというのはハードル

としてはどんなものなんですか。 

（小久保係長）専業でされてる方についてはある程度必ず超えるという訳ではないですけど基本

的にここが概ねという形を取りますので、施設園芸等についても大丈夫というふうには
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考えておるところです。 

（事務局長）自然相手ですので良かったり悪かったりは勿論ありますし、一つの目標という形か

なというふうに考えております。畜産関係の方はだいぶクリアする方はいるんですけど、

園芸とか中々難しい部分もあります。会長も仰ったように認定農家を取っとかんと今色

んな補助事業が受けられないというふうな流れになってきてるもんですから。認定農家

の方と色んな話をする中でかなり大きな計画を持ってらっしゃる方もいるんですけど、

現実的な話でやっていって５年後にはこれをクリアしていきましょうというような形

で話を進めたりしてますし、５年後にクリア出来なかったらペナルティがあるとかそう

いう事は勿論ありませんし、一つの目標というふうな形でそれに向けて色んな計画をや

っていくというふうな形でやっております。 

（  委員）園芸というのは相場があって中々。計画は上手くんですけど相場があって耕作貧乏

とか。 

（小久保係長）ただ一応認定を取っとかないと、補助事業以外に所謂制度資金といって無利子と

か利子が安くなる貸付があるんですけど、そういったものの利用も出来なくなるので認

定を取っていて頂いてるところです。 

（真方委員）自営業ですから自分の好きなだけ働いてもいいという考えで良いんですか。朝から

晩まで。普通のサラリーマンでいけば年間２０００時間ですか。時間的な設定では県は

どの程度ですか。 

（小久保係長）一緒の２０００時間です。所謂専業の方ですね。兼業の方は中々ちょっと難しい

んですけど、専業の方の制度というふうに思って頂ければいいと思います。 

（議長）認定農業者というのは町がこの農家さんは間違いありませんという保証をするような形

なんですよ。だから制度資金関係の借入の時も認定農業者という町がちゃんと認めてる

農業者であると。町が保証をしているという方たちに認定をしてやっていると。その農

業所得が３９０万から４００万に変わりますよというところです。 

（事務局長）余談なんですけど高原町、９１歳の認定農家がいらっしゃるんですよ。バリバリ頑

張ってらっしゃいます。もう認定農家を取り上げるとかえっていけないだろうと思いま

す。頑張って頂きたいなと思ってます。 

（議長）今現在トレーニングハウスはきゅうりだけですか。 

（小久保係長）きゅうりだけです。ただそれ以外の品目も増やしていこうかという話は出てるみ

たいです。 

（議長）他にございませんか。 

（加藤委員）これ今農家の平均年齢も７０歳近くなって後継ぎもいらっしゃいますね。経験ある

と思うんですが事業継承というのをもっとこうアピールしていけばいいんじゃないか

と思うんですが。新規就農でやってる人でも土地も無い、家も無い人結構多いと思うん

ですよ。 

（議長）新規就農でやるとすれば、牛をやりたいという方が前に居たんですが、牛やる為には１

億いると言われて。ありがとうございます。やっぱり３０頭規模でやっていくとなると

２年間はただ食べさせて自分たちの生活もしなければいけない。そうなるとやはり畜舎
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も建てなければいけないとかそうなってくると１億かかる。だから新規でパッと飛びつ

いて出来るようなものでもない。きゅうりに関しては、園芸関係は割と飛びつきやすい

というところもあるんでけど、きゅうりなんかは早くお金になりやすいからそういう事

もあって、きゅうりの方をＪＡの方でも進めているという状況です。 

（加藤委員）個人でも後何年とかで辞める施設園芸の農家もそのまま施設を売り渡してというの

も考えられる訳ですよね。 

（議長）事業継承については高原町も相当力をいれて、マンゴー農家の方のところとかパン工房

の方が新しく広原に作られたとか色々町長も一生懸命に取り組んでいるので。何回か行

ったこともあるんですけども。今後それをしながら他所から後援会みたいな形、３年間

ですかね、３年間の間にそれを利用しながら事業継承と繋げて保っていくと。そして永

住を高原にしてもらう。そういう取組に今力を入れているというところを聞いていると

ころです。 

（加藤委員）町のホームページには載っているんですか。 

（小久保係長）事業継承は公報の方で一回、それこそ先程出ましたマンゴーの原田さんのところ。

基本的な考え方として先程会長もあった通り、可能な限り施設園芸の方に力を入れてい

くという。やはり畜産の方ですと事業継承するにしても金額が大きいというところと、

ある程度後継者もだいぶ出てきていますので若手の方がですね。そういったところで一

番に施設園芸の方に力を入れていこうというところに動いているところです。県外の相

談会などがコロナで行けていないのでそういった事もあって中々ですね。それ以降の方

が呼びこめていないところと、以前２年前にアンケートを取っていますので施設園芸の

方対象に。再度来年度もアンケートを取ってそういう意思があるかどうかとか、研修の

受け入れが可能かというところもですね、再度確認をしていきたいと思っております。

以上です。 

（真方委員）すみません。（真方委員）この認定農業者となられて、所得のデータが出てくると

思うんですけどそういった事についてはある程度公表されているわけですか。認定農業

者が１００人おられてその方々の中で１０００万達成した人は何％いて４００万くら

いの人がどのくらい、１００万２００万の人がどのくらいとかそういうデータは。 

（議長）個人情報ですので公表は出来ないと。 

（事務局長）ただ認定農家を５年毎に更新、更新やっていきますのでその時に状況やら今後の計

画やら、例えば牛なら毎年２頭ずつ増やしますよとか、５年後には１０頭増やしますと

かそういうふうな計画をしたり、相談ももちろん受けますけど。勿論これくらい上がっ

てますよというのは中々。話し合いの中では勿論出ますけど、それを公表するような事

はちょっとやっていないと。 

（小久保係長）町のデータとして一応５年に一度の農林業センサスの方に載っていると。それは

認定農業者に限ったものでは無くて農業をされてる方全般になると思います。 

（議長）よろしいですか。それでは、高原町農業委員会からはこれについては意見という意見が

ちょっと出なかったので、これを変えるような意見はないというような報告をしてよろ

しいでしょうか 
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（はいの声） 

（議長）それでは閉会したいと思いますので宜しくお願い致します。 

（会長代理）以上で、本日提案致しました議案の審議は、全て終了致しました。これをもちまし

て、２月の農業委員会定例総会を閉会致します。 

（小久保係長）ご起立をお願い致します。「一同、礼。」お座りください。 


