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令和４年３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３月２８日（月）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６名 

１１番 石山浩文  １２番 大迫恒作 １３番 坂元朋子 

１５番 佐藤哲夫  １６番 西村正人 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５２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５３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５４号 農地法第５条の規定による許可・進達について意見を求める。 

議案第５５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５６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。 

議案第５７号 非農地判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５２号から５７号までの議案２６件です。今回は、議案第５７号で非農地判定につ

いてもご審議していただくことになっております。これは委員の皆さんにお願いした農

地パトロールの成果をもとに事務局でも現地調査・調整をし、とりまとめをしたものを

今回議案として提出するものです。ご審議方よろしくお願い致します。また、会終了後
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「農業者年金研修会」を開催する予定です。４月の定例総会は２７日（水）です。議案

審議、及び転用議案に係る現地調査は、２０日（水）にお願いする予定です。４月の４

条・５条に係る調査委員会は、第２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６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、３月の定例総会を開催致します。 

（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。ご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

（議長）それでは議事録署名委員に、５番加藤委員と６番郡山委員を指名致します。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５２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５筆、計５，２５０㎡、売買代金は１０ａあ

たり５万円です。調査委員は入木委員です。第２項、譲受人 ○○○○氏 譲渡人 ○

○○○氏による売買で、田１筆、８８０㎡、売買代金は１０ａあたり５万円です。調査

委員は、入木委員です。第３項、譲受人 ○○○○氏 譲渡人 ○○○○氏による売買

で、田２筆、計９９９㎡、売買代金は１０万円です。調査委員は入木委員です。第４項、

譲受人 ○○○○氏 譲渡人 ○○○○氏による親子間の贈与で、田２筆畑２筆、計９，

８８２㎡です。調査委員は鳥集委員です。第５項、譲受人 ○○○○氏 譲渡人 ○○

○○氏による親子間の贈与で畑１筆１，０４１㎡です。調査委員は坂元委員です。第６

項、譲受人 ○○○○○氏 譲渡人 ○○○○氏による売買で、田１筆８５１㎡、売買

代金は１０ａあたり１７万６千２６３円です。調査委員は邊木園委員です。第７項、譲

受人 ○○○○氏 譲渡人 ○○○○氏による売買で田１３筆畑５筆、計２２，９０３

㎡、売買代金は総額２００万円です。調査委員は邊木園委員です。尚、この方からは営

農計画が出されており、水稲、カボチャ等の作付けを予定されているとのことです。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、許可要件の全てを満

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項から第３項については、入木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。 

（入木委員）はい。３番入木が報告致します。３月２６日１０時から○○○○さんのお父さんの
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方の家に行きまして、○○○○さんは電話で調査を実施しました。申請地は議案書の１

３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１台、軽ト

ラック１台、コンバイン、田植機等がありました。農地は綺麗にロータリーで耕耘され

ている状況でした。世帯員は４名で年間１５０日程度農作業に従事しているという事で

した。○○○○さんは集落営農など色々な地域の農業者とも連携を取っており、問題は

無いと判断致しました。以上です。続きまして第２項ですが、同じく３月２６日１０時

に○○○○さん宅で、○○○○さんは電話で調査を実施しました。申請地は議案書の１

３ページの航空写真をご覧ください。農地はロータリーでここも綺麗にされていて見違

えるようになっておりました。譲受人は農業用機械として同じくトラクター、軽トラッ

ク、コンバイン、田植機を所有していて、世帯員４名で年間１５０日程度の農作業に従

事しています。同じく地域の農業者とも連携を取っており、問題無いものと判断致しま

した。続きまして第３項ですが同じく３月２６日１１時から○○○○さんの家に行きま

して、○○○○さんには電話で調査を実施しました。田んぼを確認したらイタリアンを

作付されている状況でした。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２台、軽トラックを１台、コンバイン、田植機

等を所有しておりました。世帯員１名ですが、年間３００日程度農作業に従事していて、

地域の集落営農とか色々な行事に参加されており何ら問題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。続きまして第４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）はい。１８番鳥集です。議案３月分６ページの第５２号第４項の調査報告を行いま

す。３月２５日金曜日に現地調査を実施しました。譲渡人、譲受人には３月２６日土曜

日１５時頃自宅を訪問して双方に確認を行いました。申請地は議案書の１５ページの航

空写真をご覧ください。場所は蒲牟田の農地４筆です。譲受人は農業用機械として軽ト

ラック、トラクター等を所有されていました。農作業は家族３名で経営され、従事日数

も満たされています。地域の話し合いや、共同作業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）続きまして第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番坂元が報告致します。７ページ議案第５２号第５項についての報告で

す。３月２４日現地を確認致しました。忠霊塔の下の駐車場の横になっております。そ

して３月の２６日午後７時３０分頃、譲受人の○○○○さん宅に電話で確認を致しまし

た。申請地については議案書の１６ページの航空写真をご覧ください。譲渡人と譲受人

は親子で同一世帯であり、これまでも譲受人の○○○○さんが年間１５０日程度農作業

に従事しておられました。農業用機械としてトラクターを１台所有しております。同一

世帯で親子という事で問題無いものと思います。地域の農業者とも連携を取っておりま

す。３条許可に問題無いものと判断致しました。終わります。 

（議長）続きまして第６項及び第７項については、邊木園委員に調査をお願いしておりますので、
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調査内容の報告をお願い致します。 

（邊木園委員）はい。７番邊木園が報告致します。３月２２日に現地を確認しました。３月２７

日、日曜日の１２時半から自宅にて○○○○さんと○○○○さんに電話で確認をしまし

た。○○○○さんは自宅に行ったり電話を掛け通したんですけど中々捕まらずに今朝や

っと連絡が取れて確認が出来ました。議案書は１７ページの航空写真を見てください。

譲受人は農業用機械としてトラクターを３台、軽トラックを１台、脱穀機、管理機、田

植機等を所有されており、世帯で年間２５０日程度農作業に従事されており、地域の農

業者とも連携を取られて３条許可に問題無いものと判断致しました。次に８ページから

１２ページ第５２号第７項の現地調査をしました。３月の２７日１３時から自宅で、双

方の方ともこちらの方では無かったので電話で確認を致しました。１８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２台、

バインダーや脱穀機、種まき機等を所有されておりまして、お父さんと息子さんとで農

業に従事されています。またこの本人さんは、今年度から農業に力を入れて作業される

との事でした。だいぶ敷地が広いんですけど、農地パトロール等でも色々見て回った時

に、入口が狭かったり道が無かったりで大変な所だなと思ってはいたんですけど、手前

の家とか入口等も一緒に買われて、○○○○の方から作業に来られても泊まりがけで作

業が出来たりとかっていう事も本人さんが言われました。３条許可に問題無いものと判

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。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。 

（事務局長）事務局から補足説明があります。（事務局長）整理番号の１番、それから２番、そ

れと整理番号４番の一部なんですが、現況を申請時に見たときに耕作状況が十分ではな

いところがございました。その後農業委員会からも相談を致しまして、今は担当の委員

からのお話にもあったように綺麗に耕作が出来るように耕起等がされておりまして、十

分な３条の要件があってるなと事務局でも判断したところでございます。それと邊木園

委員から説明のございました１８ページのところでございます。２町ちょっとくらい面

積がございまして、全部ここ白地でございました。農用地であるとあっせん等も出来る

んですけども中々買い手が見つからなかったという事もあるようでございます。入口が

大変狭く、軽トラックがようやく通るかなという感じのところでございます。他に入口

が無いというところで買い手が中々見つからなかったというような、そういう状況もご

ざいまして今回見つけたという事で。○○○○から来られての通作ですので若干心配か

なというところがあるんですが、ここに泊まりがけでもされるというお話も聞いており

ますし、事務局としてもちょこちょこ見に行って耕作状況等も今後も確認をしていきた

いと考えております。以上でございます。 

（石崎代理）議長、よろしいですか。（石崎代理）この最後の部分なんですけど、宿泊をすると

いうか住宅を準備されてるんですか。 

（事務局長）議長、事務局長。（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。 
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（議長）休憩前に引き続いて、審議に入ります。 

（郡山委員）すみません。（郡山委員）作物は主に何を作るんですか。 

（事務局長）議長、事務局長。（事務局長）水稲と、カボチャを中心とした野菜を作られるそう

です。 

（郡山委員）水路関係は水利組合とか色々こういうのが出たり大変だと思うんですけど。 

（事務局長）水利組合等にも十分に調整をして頂くように事務局からもお願いしたいと考えてお

ります。 

（石崎代理）すみません、何回も。（石崎代理）この入口の方に。 

（郡山委員）どこが入口ですか。 

（事務局長）入口はこの１８とページ番号を打っているところの近くです。 

（邊木園委員）この⑬と⑯の間ですね。 

（石崎代理）⑬と⑯の間を左の方に。 

（事務局長）人の家の木戸口を通らせてもらう様な所なので中々買い手が難しかったと。 

（郡山委員）２町歩近くあればやっぱり大きな道路をなんとか作ってもらわんと仕事が捗らない

ですよね。 

（事務局長）４条の申請でもあるんですけど、ここに格納庫が既に作ってありますのでそこに機

械等は置いて耕作するというかたちになろうかと思います。入口はやっとかっと軽トラ

ック、乗用車が通るかなというとこです。他に入口が無いところです。ですから買い手

も誰でもいいわけでなかったんです。 

（大迫委員）いいですか。（大迫委員）１２番、大迫です。１８ページの⑬のところの家が購入

する予定の家ですか。 

（事務局長）議長、事務局長。（事務局長）⑬のシールが貼ってあるところが買う予定の住宅、

これも併せて買いますという事でございます。 

（石崎代理）⑯のところが住宅じゃないですか。⑬のところは肥料、堆肥を作る施設ですよね。 

（事務局長）⑬のところに作業場みたいな所と住宅が並んで建っています。ここしか入らないと

ころですね。通じてどこかに行くとかじゃなくて。ですから町道からの入口等が非常に

狭いという事です。他から入るとこが無いというところです。後、町道が狭いもんです

から入口の道路枠を広げようと相談をされているようです。近々５条申請なりが上がる

ことになろうかと思います。ちなみに今はイタリアンが植えてあります。 

（入木委員）４条の航空写真を見ればよく分かります。２１ページ、入口が。 

（事務局長）ちょうどシールが貼ってありますね、入口の所。 

（入木委員）４条で、トラクターとかロールベーラーとかあったけど借りてるんですか。 

（事務局長）もうここに入ってます。 

（入木委員）入ってますよね。新車も入ってました。 

（事務局長）人の農地とかを使って入れさせてもらったのかなと思ってます。とてもこの入口か

らは入らないです。 

（石崎代理）このちょうど入口の所○○○○さんという方の前を通るわけですが、話はしてある

んでしょうかね。 
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（事務局長）その話の進行状況はちょっとよく分からないんですけど、町道からの入口、取付道

路は広げたいという意思があるそうです。話が整い次第５条申請なりをあげたいという

事のようです。 

（邊木園委員）いいですか。（邊木園委員）借地で前の耕作されていた方たちは大きなトラクタ

ーとかダンプとかでロールを運んだりはされていたので、通らんことではないけどやっ

とやっというようなところです。 

（事務局長）途中まで人の家の木戸口と共通ですもんね。そこまではちょっと広いんですけどそ

こからまた狭くなりますね。 

（邊木園委員）こうやってまとめて買われれば畑、田んぼ突っ切ってというかどうにでも通れる

というような状態でした。 

（事務局長）早いうちにほ場整備がされていれば良かったんだろうなと思うところですけど。 

（岡元委員）牧草関係かな。 

（入木委員）ですよ。 

（事務局長）議長、事務局長。（事務局長）今の使用状況は相対で貸していてイタリアンが綺麗

に植えてります。 

（岡元委員）機械が牧草関係の機械だから。 

（邊木園委員）いいですか。お父さんが○○○○の方でも結構農地を持っておられて農業はされ

てるみたいです。主に水田って言われたので。 

（岡元委員）すみません。（岡元委員）住所が譲受人と譲渡人、親戚関係ですか。 

（邊木園委員）はい。（邊木園委員）遠い親戚になるみたいです。 

（議長）他にございませんか。 

（石崎代理）はい。（石崎代理）こっちに住所を移す事はされないですかね。 

（事務局長）はい。（事務局長）住所まで移すという話は聞いてないです。暫時休憩をお願いし

ます。 

（議長）暫時休憩します。 

（議長）それでは休憩前に戻りまして審議に入ります。 

（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。これより採決を致します。議

案第５２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。」の

第１項から第７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５２号第１項から第７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５３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２０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、畑１筆、５８４㎡を農業用機械倉庫、農業用資材倉庫に、畑１筆１４７㎡を

公衆用道路への転用を目的とした転用申請です。都市計画区域内、農業振興地域内、農
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用地区域外の第２種農地です。尚、申請地は年月日不詳ではありますが既に転用状態に

あり、今回の転用申請に際して事実申立書が添付されております。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１調査委員会に調査をお願いしておりますので、内容の報告を

入木委員長にお願い致します。 

（入木委員長）はい。３番入木が報告致します。３月２３日、１３時半から真方委員、西村委員

と役場の小久保主査と行きました。転用目的は農業用機械倉庫、農業用資材置場、公衆

用道路です。申請地は２１ページの航空写真をご覧ください。施設の配置図については、

２２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。周

辺農地、地域住民にも影響が無いと判断しました。以上です。 

（議長）それでは随行された委員のご意見はございませんか。 

（西村委員）はい。（西村委員）１６番、西村。３月２３日入木委員と一緒に同行させてもらい

ました。入木委員の報告通り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す。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。何

かご意見はございませんか。 

（西村委員）いいですか。（西村委員）現地を見てですね、公衆用道路、②ですけど、車が小さ

いもので、現地を見て思いました。草が多く道路が無くなっているような状態かなと。

整備をすれば良いんでしょうけど。以上です。 

（議長）ありがとうございます。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

より採決を致します。議案第５３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５３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５４号「農地法第５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。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）議案第５４号「農地法第５条の規定による許可・進

達について意見を求める。」についてご説明致します。今回の農地法第５条に関連する

申請件数は１件です。議案書の２７ページをご覧ください。第１項、譲受人 ○○○○

氏と譲渡人 ○○○○氏による一般個人住宅建設、露天駐車場設置を目的とした所有権

移転で、畑１筆、５０６㎡、都市計画区域外、農業振興地域内、第２種農地、親子間に

よる贈与です。一般住宅は通常５００㎡としておりますが、当該申請地は隣接する町道

よりも高いところにあり法面部分の面積を差し引くと５００㎡以内におさまると考え

ております。以上の案件につきましては、農地法第５条第２項各号の不許可要件に該当

しないと思われることから、許可相当と考えております。以上であります。 

（議長）本件につきましては、第１調査委員会に調査を依頼しておりますので、調査内容の報告

を入木委員長にお願い致します。 
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（入木委員長）はい。３番入木が報告致します。第５４号第１項を３月２３日に西村委員、真方

委員、小久保主査と４人で現地を調査致しました。転用目的は一般個人住宅、露天駐車

場です。申請地は議案書の２８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２９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。周辺農地、地域住民にも影響が無い事から問題の無いものと判断致しました。以上

です。 

（議長）随行された他の委員の方のご意見はございませんか。 

（西村委員）はい。（西村委員）入木委員の報告の通り特に問題は無いと思いました。以上です。 

（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。何かご意見はありませんか。 

（岡元委員）はい。（岡元委員）場所は。 

（事務局長）議長、事務局長。（事務局長）場所は、こちらから○○○○を過ぎていきまして○

○○○の橋があります。橋を渡ったらすぐに右に曲がって入っていったところがこの通

路になります。裏道みたいなところです。これを過ぎると○○○○の方へ抜けると。譲

渡人の○○○○がこの先にあるという場所です。以上でございます。 

（石崎代理）はい。（石崎代理）場所なんですが、○○○○号線と書いてあるここら辺はいっぱ

い住宅がありますけど、右側の方ですよね。これはどこから実際は入っていくんですか。

この４０５の下の方から。 

（事務局長）議長、事務局長。（事務局長）場所がちょっとお話ししましたが、○○○○を過ぎ

まして、高速道路の陸橋というか交差があります。その橋を渡ってすぐに右に曲がると

ころ、○○○○さんがあるところですかね。あそこ手前を右に曲がっていって入った所

です。○○○○さんの格納庫とかあったりする。ちょっと行って右に曲がると○○○○

さんの畜舎に降りるところです。段々住宅地化していくところです。以上です。 

（佐藤委員）○○○○から行けば○○○○のバス停から左側へ入るところですね。 

（議長）他に何かございませんか。これをもって審議を終わります。これより採決致します。議

案第５４号「農地法第５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５４号「農地法第５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５５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３２ページをご覧ください。今回の申請件

数は４件です。第１項、譲受人 ○○○○氏 譲渡人 ○○○○氏の申請案件で田２筆、

計１，８９６㎡、対価総額４０万円です。石崎代理、佐藤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 ○○○○氏の申請案件で畑２筆、計１３，

３５１㎡、対価総額３００万円です。石崎代理、岡元委員のあっせんを受けています。
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第３項、譲受人 ○○○○氏 譲渡人 ○○○○氏の申請案件で畑１筆、９５６㎡、対

価総額１０万円です。石崎代理、加藤委員のあっせんを受けております。第４項、譲受

人 ○○○○氏 譲渡人 公益社団法人 宮崎県農業振興公社 理事長 亀澤保彦氏

の申請案件で畑１筆、２，２８５㎡、対価総額３００万円です。この案件は機構特例事

業です。機構特例事業とは、離農農家や、規模縮小農家から農地中間管理機構が農地を

買い入れて、規模拡大等による経営の安定化を図ろうとする農業者に対して、農地を効

率的に利用できるように調整等した上で農地の売り渡しや一時貸し付けを行う事業で

す。具体的には一端元の土地所有者から農地を公社が買い上げ、購入予定の次の農家に

貸付し耕作をしてもらい、その後農地の売り渡しを行うものです。以上については、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。 

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

（加藤委員）はい。（加藤委員）５番、加藤です。第４項の○○○○さんと農業振興公社の案件

なんですけども、売買金額は相場からいくと非常に高いような気がするんですが、これ

何か理由があるんですか。 

（事務局長）はい。（事務局長）お答え致します。この案件は先程少しお話をしたんですが、元々

の所有者から公益社団法人宮崎県農業振興公社が買入をしました。この時３００万円で

買っています。農業振興公社が一旦買って、これを○○○○さんに年に１％つまり３万

円で貸し付けを行っておりまして、それをまた入木さんが買うという事でございまして、

前段で所有者から農業振興公社が３００万円で買っております。それを○○○○さんが

買い戻しをするという形になっているものですから、元々公社が買ったのが３００万円

という事ですので、同じ金額で買いますという事でございます。これは５年前だと思う

んですが、５年前に３００万円で農業振興公社が買っておりますので、今回もこの金額

については致し方ないところかなというふうに考えております。若干高いかなという感

じはしますが、周りに自分の農地等があればその分良かったという事だろうと考えてお

ります。以上でございます。 

（議長）暫時休憩致します。 

（議長）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５５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項から第４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５５号の第１項から第４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５６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３９ページをご覧ください。今回の申請件
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数は、１２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１筆、２，１５５㎡の賃貸借で賃借料は年総額３万２千円、賃貸借

期間は令和４年６月１日から令和８年５月３１日までの４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２筆、計３，２０２㎡の使

用貸借で使用貸借期間は令和４年６月１日から令和９年５月３１日までの５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、畑２筆、

計６，０５９㎡の賃貸借で賃料は１０ａあたり７千円、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年間の新規設定です。第４項、借受人 ○○○○氏 

貸渡人 ○○○○氏の申請案件で、畑４筆、計２０，３３５㎡の賃貸借で賃料は年総額

１１万円、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年間の新規

設定です。第５項、借受人 ○○○○氏 貸渡人 ○○○○氏の申請案件で、畑３筆、

計５，３３８㎡の賃貸借で賃料は年総額３万円、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。第６項、借受人 ○○○○氏 貸渡人 

○○○○氏の申請案件で、畑３筆、計１２，１８８㎡の使用貸借で、使用貸借期間は、

令和４年４月１日から令和１４年３月３１日の１０年間の新規設定です。第７項、借受

人 ○○○○氏 貸渡人 ○○○○氏の申請案件で、畑１筆、５，６９７㎡の使用貸借

で使用貸借期間は令和４年４月１日から令和１４年３月３１日の１０年間の新規設定

です。第８項、借受人 ○○○○氏 貸渡人 ○○○○氏の申請案件で、畑１筆、６，

１３１㎡の使用貸借で使用貸借期間は令和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。第９項以降の案件の借受人は、公益社団法人 宮崎県農

業振興公社 理事長 亀澤保彦氏、賃貸借あるいは使用貸借の期間は令和４年５月１日

から令和１４年４月３０日までの１０年間です。第９項、貸渡人 ○○○○氏の申請案

件で、田１筆２，１０７㎡の賃貸借で賃料は年総額２万１千７０円の新規設定です。第

１０項 貸渡人 ○○○○氏の申請案件で、田１筆４，３７４㎡の賃貸借で賃料は年総

額６万５千円の再設定です。第１１項、貸渡人 ○○○○氏の申請案件で、田２筆計２，

００３㎡の使用貸借、再設定です。第１２項 貸渡人 ○○○○氏の申請案件で、田４

筆計８，２９８㎡の使用貸借、再設定です。相続人持分過半の同意を得ています。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５６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１２

項までの審議に入ります。何かご意見はございませんか。 

（事務局長）議長。（事務局長）修正がございます。只今提案致しました整理番号９項が○○○

○氏の申請案件ですが、登記名義人は○○○○さん、お父さんでございます。すでに亡

くなっておりますので、この方は相続人過半の同意を得ているという事でございます。

追加して修正を致します。宜しくお願い致します。 

（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５６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
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利用権設定について意見を求める。」第１項から第１２項までについて、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５６号の第１項から第１２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５７号「非農地判定について意見を求める。」について説明と審議

をお願いしたいと思います。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）議案書は別冊となります。議案第５７号「非農地判

定について意見を求める。」の２ページをご覧ください。今回、非農地判定の承認をお

願い致しますのは、田４６筆、計３７，１１８㎡、畑３９筆、計２４，９８８．４８㎡、

計８５筆、６２，１０６．４８㎡でございます。いずれも各委員さん方が農地パトロー

ルをしていただいた実績、具体的には非農地判定Ｂとされた農地の集計を元に、事務局

でも現地調査を行い、現況、周囲の農地への影響、各種補助事業との関連等を総合的に

検討し、また所有者、管理をされている方には文書を発送して今後の耕作等についても

意思確認を行い、今回非農地として取り扱うことが妥当であろうと事務局でも判断した

農地でございます。本来ならば、一筆毎にご説明を申し上げるべきところでございます

が、時間的な制約もございますので事前に土地の表示、所有者、調査結果、現況写真資

等を掲載した資料を配布して内容をご検討いただくようにお願いしております。お気づ

きの点等ありましたらお願いしたいと考えております。以上でございます。 

（議長）それではここで１０分程度暫時休憩をして報告書の確認をして頂きたいと思います。１

０時４０分まで暫時休憩と致します。 

（議長）それでは休憩前に引き続き、審議に入ります。何か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。これより採決を致します。

議案第５７号「非農地判定について意見を求める。」について承認する方の挙手を求め

ます。 

（全員挙手） 

（議長）議案第５７号「非農地判定について意見を求める。」については承認をされました。 

（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、３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。 


