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令和２年５月高原町農業委員会定例総会会議録 

 
１．開催日時    令和２年５月２８日（木）午前９時３０分から午前１１時００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 横山安美  会長代理 ２番 石崎正彦 

               ３番 赤井田令子      ４番 岡元良農夫 

               ５番 山元啓嗣       ６番 堀ノ内英雄 

７番 入木真一 

農地利用最適化推進委員８名 

１１番 西村正人  １２番 佐藤哲夫 １３番 折尾雄二 

１４番 加藤正博  １５番 郡山信敏 １６番 高野瀬稔 

１７番 酒匂清治  １８番 大迫恒作 

 

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 赤井田令子 ４番 岡元良農夫 

       会議書記      係長 小久保洋平 

  第２ 議案第 ８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 ９号 農地法第３条の規定による賃貸借権及び使用貸借権設定の許可につ

いて意見を求める。 

議案第１０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１１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１２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１３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）皆さま、おはようございます。定刻になりましたので、これから総会を始めさせ

ていただきます。一同ご起立下さい。「一同礼」。お座りください。 

（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８号から議案第１３号」までの議案４４件でございます。なお、来月６月の定例総

会は、２９日、月曜日の予定です。議案審議、及び転用議案に係る現地調査につきまし
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ては、１週間前の２２日、月曜日にお願いする予定です。６月の４条・５条に係る調査

委員会は、第４調査委員会です。どうぞよろしくお願いします。横山会長がご挨拶を申

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、５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、議長から指名致します。ご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

（議長）それでは、議事録署名委員に、３番赤井田委員と４番岡元委員を指名致します。なお、

本日の書記は事務局の小久保係長にお願い致します。次に、日程第２議案審議に入りま

す。 

（議長）議案第８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。（はい、局長）議案第８号については、議案書の４ページをご覧

ください。今月の許可申請件数は、３件です。第１項、譲受人○○○○氏と譲渡人○○

○○氏による売買で、畑１筆、１，１７５㎡、売買価格は２５万円でございます。調査

委員は、加藤委員でございます。第２項、譲受人○○○○氏と譲渡人○○○○氏による

売買で、田１筆、３１４㎡、売買価格は５万円でございます。調査委員は、入木委員で

ございます。第３項、譲受人○○○○氏と譲渡人○○○○氏による親子間による贈与で、

田３筆、計４，９９５㎡でございます。調査委員は、高野瀬委員でございます。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。以上でございます。 

（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、その報告を求めた

いと思います。第１項については、加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。 

（加藤委員）はい、１４番加藤が報告致します。（はい、加藤委員）本件に関しましては、５月

２０日水曜日に現地調査を実施しております。５月２２日金曜日に譲渡人の○○○○さ

ん、譲受人の○○○○さんに電話して譲渡価格等の条件について双方に確認を行いまし

た。申請地につきましては議案書６ページの航空写真をご覧ください。場所はですね、

花堂地区の佐土公民館、ここから南に大体２００ｍくらい入った所になります。現在の

ところは遊休農地となっておりまして、利用するには○○○○さんには確認しましたけ

ど、草を刈って秋口くらいかなということでございました。譲受人は農業機械としてト

ラクター１台、管理機２台を所有しておりまして、現在水稲と甘露を作付けしています。

奥様と家族２名で経営して、従事日数も満たされており特に問題ないというふうに判断
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を致しました。以上です。 

（議長）はい、ありがとうございます。次に第２項については、入木委員に調査をお願いしてあ

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、７番入木。(はい、入木委員)第８号第２項の現地調査を５月２２日金曜日に

実施しました。１３時から譲渡人、譲受人に両方に確認を行いました。申請地は、議案

書の７ページをご覧ください。場所は後川内、高原～有水線の旧川平店屋の手前のカー

ブのところの○○○○宅の方に下って行った奥の方の田んぼです。譲受人は農業用機械

としてトラクター、コンバイン等を所有されております。農作業は家族２名で経営され、

従事日数も満たされていると判断しました。地域の話し合いにも積極的に参加している

ので特に問題無いと判断致しました。現状はロータリーをかけて、畦も取っていました。

以上です。 

（議長）はい、ありがとうございました。次に第３項については、高野瀬委員に調査をお願いし

てありますので、調査内容の報告をお願い致します。 

（高野瀬委員）はい、１６番高野瀬です。（はい、高野瀬委員）○○○○さんの田んぼを、○○

○○さんが親子関係で、譲るという事でございます。調査を５月１６日に行いました。

お父さんの方は今入院しているということで、自宅で確認しました。息子さんは建設の

方に行ってるとのことで携帯で確認致しました。これからは自分でするという事で、田

んぼ３筆は他に貸していたという事でした。写真を見ていただくと分かると思いますが、

１枚は中平の下の方です。それから２枚は、蒲牟田の場所は中棚ということでございま

して、これも確認致しました。問題は無いというふうに確認致しました。以上です。 

（議長）はい、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。ご意見、ご質問等を賜りたいと思います。 

（大迫委員）質問いいですか。１８番大迫です。第３項の②の航空写真を見ると三分の二くらい

の土地を譲渡しているように見えるんですけど、残りの土地は。 

（事務局長）議長、事務局長。(はい、局長)はい、お答え致します。議案書８ページの②、航空

写真が古いんですが、現場に行きますと携帯電話の鉄塔が建っております。そこで転用

がされておりますが、航空写真が古いのでそれが反映されてないと。残りの部分を今回

３条申請した、という事でございます。以上でございます。 

（大迫委員）ありがとうございます。 

（議長）３、４か月前にここが議案で上がってきた所だと。他にご質問等はございませんか。無

いようですけど、これで審議を終わってよろしいでしょうか。 

（はいの声） 

（議長）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８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３項に賛成の方

の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

（議長）はい、ありがとうございます。全員賛成ですので、議案第８号第１項から第３項につい

ては、申請どおり許可することに決定致しました。 
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（議長）次に、議案第９号「農地法第３条の規定による賃貸借権設定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。（はい、事務局長）議案書の１１ページをご覧ください。今回の

農地法第３条の規定による賃貸借権設定の許可申請件数は３件です。ご説明致します。

第１項、借受人○○○○氏と貸渡人○○○○氏の申請案件で、畑１筆、計１，３３８㎡

の使用貸借です。調査員は、高野瀬委員でございます。第２項、借受人○○○○氏と貸

渡人○○○○氏の姉弟間の申請案件で、田１筆、１，８３４㎡の使用貸借です。調査委

員は石崎代理です。第３項、借受人○○○○氏と貸渡人○○○○氏の申請案件で、田２

筆、計４，４７２㎡の使用貸借です。調査委員は、石崎代理です。以上、受付審査の結

果、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。 

（高野瀬委員）１６番高野瀬です。（はい、高野瀬委員）現地調査は５月１６日、調査しており

ます。話を聞いたら第三者が相談に来た、という事で本人は来てないとのことで、２

回行って、５月１９日に２回目行きました。本人も出てきたという事で了解を取って

○○○○さんの方に貸すという事で決まっております。以上です。 

（議長）はい、ありがとうございます。次に第２項、第３項については、石崎代理に調査をお願

いしておりますので、調査内容の報告をお願いします。 

（石崎代理）はい。（はい、石崎代理）訪問した時、行った方がおられなかったもんですからこ

の番号と前後して報告させていただきたいと思います。第２項の○○○○さんが勤め

ておられまして居なかったものですからこれを後から報告したいと思います。５月２

２日、午後３時から貸し手、受け手の自宅を訪問したところでございます。この案件

は親子間、子どもに使用貸借で貸し渡しがなされるところですが、この貸渡人がお母

さんでございまして病気療養中で入院をされておられました。借受人の夫婦がおられ

ましたので、借受人夫婦立会により確認及び現地調査を行ったところでございます。

申請地の状況は、田植え時期でもあるという事で耕起をされておられました。申請地

は、議案書の１５ページの航空写真を見ていただきたいと思います。場所は西麓○○

○○、２，９２１㎡と西麓○○○○、１，５５１㎡の２筆でございます。場所はちょ

うど○○○○さんの住宅の前でございます。借受人は農業用、トラクター２台を所有

されており、農作業は家族２名で経営され従事日数も十分満たされております。また、

地域の経営体への集積等の取り組みにも連携を取っており、地域の話し合い活動に参

加して協力するなど特に問題ないものと判断を致したところでございます。それから

第２項の○○○○さんのところですが姉弟ということで、姉の○○○○さんに貸付を

するというようなことでございました。場所的にはほとんど一緒でございます。田植

えの準備とかそういうのも一緒にされるんだ、という話でございました。以上このよ

うなことで、同じところにまとまっているという事で地域との話し合い等にも参加し

ているなど問題は無いものと判断したところでございます。以上です。 

（議長）はい、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
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す。ご意見、ご質問等を賜りたいと思います。 

（事務局長）議長、事務局長。（はい、局長）補足で説明をさせて頂きたいと思います。１５ペ

ージの航空写真、①なんですが○○○○、２，９２１㎡田んぼ、○○○○さんとなっ

ておりますが、これは○○○○さんが○○○○さんから使用貸借で借りていた関係で

○○○○さんの名前になっておりますが、申請時に使用貸借を解除致しまして○○○

○さんの所有と、今回新たに娘さんの○○○○さんの方に貸します、という事になっ

ております。図面が修正されておりませんが、○○○○さんではなくて○○○○さん

と。②も同じような形になっておりますので補足してご説明申し上げます。 

（議長）ご質問等はございませんか。無いようですけど、これをもって審議を終わってよろしい

でしょうか。 

（はいの声） 

（議長）それではこれより採決致します。議案第９号「農地法第３条の規定による賃貸借権設定

の許可について意見を求める。」の第１項から第３項に賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

（議長）はい、ありがとうございます。全員賛成ですので、議案第９号の第１項から第３項につ

いては、申請どおり許可することに決定致しました。 

（議長）次に、議案第１０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。（はい、局長）議案書の１７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３件です。ご説明致します。第１項、申請人○○○○氏

による山林への転用申請です。登記簿上の地目は畑、現況は山林で、計２，４５７㎡、

都市計画区域外、農用地区域外の第２種農地です。当該申請地は、平成元年２月頃、転

用の許可を得ずに杉を植林しており、今般立木の伐採届が町に提出され、地目が畑であ

ることから農業委員会の指導で転用申請に及んだものです。なお申請書提出にあたって、

事実申立書が添付されており、２１ページに現況写真を添付しております。第２項、申

請人○○○○氏による山林への転用申請です。台帳地目、現況地目共に畑、１，９５２

㎡です。都市計画区域外、農用地区域外の第２種農地です。今般、杉を４００本植栽す

る計画で申請に及んだものです。当該地は、西大谷地区に位置するためシカ等の有害鳥

獣被害が多いことから、耕作を断念し杉を植林するものです。なお、農振法上の農用地

除外を令和２年３月３１日付けで許可されております。第３項、申請人○○○○氏によ

る宅地・原野への転用申請です。登記簿上の地目は畑、現況は宅地・原野です。計５筆、

９６４．７４㎡です。都市計画区域外、農用地区域外の第２種農地です。今般、車庫倉

庫建築のために土地の筆界調査を実施したところ平成２７年に畜舎・サイロ建設するた

めに土地造成をした際に畑を無断で住宅地、サイロ敷地、法面としていたことが判明し

申請に及んだものです。なお申請書提出にあたって、事実申立書が添付されております。

２７ページに現況写真を添付しております。以上の案件について、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

でございます。 
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（議長）本件につきましては、第３調査委員会に調査をお願いしてありますので、調査内容の報

告を入木委員長にお願いしたいと思います。 

（入木委員長）はい、７番入木。（はい、入木委員長）５月２５日の１３時半から議案第１０号

第１項から第３項の４条案件３件について西村委員、大迫委員、小久保主査で現地調

査を行いました。まず第１項ですが、転用目的は植林です。平成元年から利用されて

いる追認案件となっております。申請地は議案書の１９ページをご覧ください。配置

図については、議案書の２０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。２１ページに現状の写真が載っているんですけど、昔は畑

だったという面影が全然無くて、周辺地域にも影響が無い場所なので問題は無いと判

断致しました。続きまして第２項ですが、転用目的は植林です。場所が西大谷で、初

めて行ったんですけど、相当山奥で、人家があったんですけどびっくりしまして。雑

草と雑木が生えてて南側には大きな木が、相当何年も経っているような木が立ってい

て、昼間は陰になるようなところで。土手は誰かがビーバーで掃ってたんですけど、

イノシシが夕べ来て、穴を掘った跡がたくさんあって畑にはちょっと無理かなという

場所でした。申請地は、２２ページをご覧ください。配置図については２３ページの

ような、杉を植えるという事になっておりました。申請地は、農用地区域外で第２種

農地となっております。ここも周辺に影響を及ぼすような所ではないなと思って許可

相当と思いました。以上です。続きまして第３項ですが、転用目的は宅地、原野です。

２７年ごろからの追認案件となっております。申請地は議案書の２４ページから２５

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２６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。２７ページが現状になって

おるんですけど周辺地域というか、上も下も自分の土地で下に牛舎があるんですけど、

誰にも影響を及ぼすような所じゃないから許可相当と判断致しました。以上です。 

（議長）はい、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等ございませんか。 

（西村委員）はい、１１番西村。（はい、西村委員）この前２５日に同行させていただきました

が、１０号の２項ですけど。西大谷の左側の方は前ですね、○○○○さんという方が

酪農をしており、畑だったところを何も作らないということで、自分たちが萱を切り

に１０年くらい通ったところです。ちょうど上の方、２３ページの敷地利用計画、こ

こがですね畑になっております。この前も車が停まっていて、この上の方に道路があ

ってその向こう側が北側と言えばいいですかね、住宅があるもんですから。ここに多

分杉を植えたら１０年、２０年後は、南の方ですから日が当たらなく、そういう時に

また何か文句が出てくるのではないかと。その時はあまり考えないでみたけど、帰っ

て考えてみたらそういう状態でありました。あと１項、３項については入木委員の報

告の通りでございます。以上です。 

（議長）はい、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た

いと思います。ご意見、ご意見等を賜りたいと思います。 

（事務局長）議長、事務局長。（はい）現地等についてもう少し細かくご説明を申し上げたいと

思います。西村委員の方で心配されておりました申請地の北側、２３ページにあります
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ように四角い小屋みたいな。２２ページの申請地の住宅みたいなものが見えるのですが、

ここに住まわれている方が楽しみで作っている東屋みたいな、お茶でも飲もうかという

ようなところが作ってございます。住宅についてはその北側で町道をまたいでの所に住

宅がございますので、日照的には然程心配いらないのかなぁというふうには考えており

ます。農振農用地の方も除外されておるという事と、それから入木委員の方から説明ご

ざいましたように農地としては作れないなぁと、この申請地についてはですね。イノシ

シとか鹿の被害が相当に出てですね、何回かチャレンジはされたみたいなんですけども、

自分の自宅からも相当距離があるという事もありまして、今回杉を植えてしまいたい、

ということのようでございます。以上でございます。 

（議長）はい。今説明がありましたけれども、いろんなことを加味しながらご質問等がございま

したらお願いしたいと思います。 

（折尾委員）議長、１３番。（はい、折尾委員）その東屋の隣接の農地については。申請地につ

いては耕作できないような状況だったけれども、その隣接地についてはどうなんですか。

さっき言ったように杉がどんどん大きくなると余計にまたイノシシとかそういうのが

そっちの方にも入ってきて。僕は現地をよく知ってるんですけど、このまだ下手の方に

も確か農地の大きな広がりがあると思うんですけど、植えていったらどんどんと耕作は

されて行かないのかなと思うんだけど。その辺は心配ないんですか。 

（事務局長）議長、事務局長。（はい、局長）折尾委員のご質問にお答え致します。２３ページ

の上の方にある東屋があるというふうにお話をしましたが、この方の趣味なんだと思う

んですが。畑のような形なんですが、紫陽花とかそういった庭、庭園のような形になっ

ております。この方にも相談をして畑では無いのかなと、転用関係についても相談をし

ていきたいなというふうに考えております。あと下手の方に若干農地がありますが、管

理はされておりますけども殆ど何も作っていない、ビーバーで掃ってあるというような

ことで、最終的には転用の方になっていくのかなぁと。何回も申し上げますが、有害鳥

獣等の被害等がありますので、中々耕作には不向きなのかなというふうに考えておりま

す。最終的には転用をしていただくという事になっていくのかなという気はしておりま

す。以上でございます。 

（折尾委員）もうひとついいですか。図では西側なんですが○○○○さんが○○○○という事で、

今も所々は耕作をされていると思うんですが、そうなるとこの辺一帯全部山林という方

向になるんですけど。どこかで区切らないと。 

（西村委員）○○○○のとこはですね、今は○○○○の人が作っております。トウモロコシを作

ると被害が出るもんだから、多分、牧草一本だけ。 

（山元委員）５番、山元。（はい、山元委員）今のこの２項についてのこの地域がですね、２２

ページの航空写真の上の方は集積が出来るような農地なのかなと。それ以外については

国の方針もあって、とにかく集積をしなさいと。それと今後の担い手を考えると現地に

ついては非農地の方向でやはり考えていかないといけないのかなというふうに思いま

す。 

（議長）他にご質問等はございませんか。 
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（折尾委員）もうひとついいですか。以前にですね、この周辺については都城の農業法人が委員

会を通して農地を求めて来られたことがあるんですよ。今、山元委員がおっしゃった様

な意見も勿論、当然あるわけですけど。確かに西村委員からもありましたように、ここ

１０年以上見てるんですけど、茅を採っていたと思うんですけど。その申請地の真向か

いくらいですかね、○○○○さんの前の住宅もあるんですよ。仕方のない流れなのかな

と思うけども、この申請された○○○○さんにおいては、植林という申請なんでしょう

けども、他に誰か買い手とか借り手がいたら譲るのかなとそこら辺まで一回は突っ込ん

で聞いたほうが良いんじゃないかなというような気もしないでもないですけど。認める

のは簡単ですけど、残していくことを考えると。申請地は確か、ある程度デコボコがあ

りましたよね。平坦だったかな。 

（議長）暫時休憩させていただきたいと思います。 

（議長）休憩前に戻りまして審議の方をよろしくお願いしたいと思います。他にご質問等はござ

いませんか。無いという事で、これで審議を終わってよろしいでしょうか。 

    （はいの声） 

（議長）それではこれより採決致します。議案第１０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項から第３項に賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

（議長）はい、ありがとうございます。全員賛成ですので議案第１０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項から第３項については、申請どおり

許可することに決定致しました。 

（議長）続きまして議案第１１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。（はい、局長）議案書の２９ページをご覧ください。今回の農地

法第５条に関連する申請件数は２件です。ご説明する前に、議案書の修正をお願い致し

ます。整理番号１番、年齢が抜けております。○○○○さんが４５歳、○○○○さんが

７０歳でございます。お詫びして訂正をお願い致します。第１項、譲受人○○○○氏と

譲渡人○○○○氏による住宅、露天駐車場、通路等への転用を目的とした親子間の贈与

で、畑１筆、４７８㎡の転用申請です。都市計画区域外、農用地区域外の第２種農地で

す。第２項、譲受人○○○○氏と○○○○氏による車庫・物置建設を目的とした義兄弟

間による贈与で、田１筆、１２４㎡の転用申請です。都市計画区域外、農用地区域外、

第１種農地です。既に、平成６年頃から車庫・倉庫敷地として使用されており、申請書

提出にあたって、事実申立書が添付されております。農地区分は第１種農地ですが、湯

之元地区土地改良事業が開始される前から車庫・倉庫敷地として使用しており、土地改

良事業で整備されたほ場とは１メートル以上の段差が生じております。議案書３５ペー

ジに現況写真を添付しております。なお、農振法の農用地除外を令和２年３月３１日付

けで許可されております。以上第１項および第２項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。以上でございます。 
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（議長）本件につきましては、第３調査委員会に調査をお願いしてありますので、調査内容の報

告を入木委員長にお願いしたいと思います。 

（入木委員長）はい、７番入木。（はい、入木委員長）５月２５日、１３時半から議案第１１号

第１項から第２項の５条案件２件について西村委員、大迫委員、小久保主査で現地調査

を行いました。第１項ですが、転用目的は住宅です。申請地は議案書の３０ページの航

空写真をご覧ください。配置図については３１ページをご覧ください。農用地区域外で

第２種農地となっております。隣に保育所があるんですけど住宅ということで、牛小屋

とかではないので問題は無いと判断致しました。道路を挟んで反対側の水路に水が行く

ようになってましたので問題は無いと判断致しました。続きまして第２項です。転用目

的は宅地です。平成６年頃から利用されている追認案件となっております。申請地は議

案書の３３ページをご覧ください。施設の配置図については３４ページをご覧ください。

申請地は、農用地区域外で第１種農地となっております。３５ページの②のとこの写真

で見るとツツジが右側に生えているところと、左側にツツジがちょっと見えるところ、

車庫に向かってでした。全然影響を及ぼすような所じゃなかったので許可相当と判断致

しました。以上です。 

（議長）はい、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等はございませんか。 

（西村委員）はい、１１番。（はい、西村委員）只今、入木委員から報告があった通り異常無い

と思いました。以上です。 

（議長）はい。それではこれより審議に入ります。ご意見、ご質問等を賜りたいと思います。 

（議長）ご意見等はございませんか。無いようですけれどもこれで審議を終わってよろしいでし

ょうか。 

（はいの声） 

（議長）これより採決致します。議案第１１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項及び第２項に賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

（議長）はい、ありがとうございます。全員賛成ですので議案第１１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致しました。 

（議長）続きまして、議案第１２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。（はい、局長）議案書は３７ページをご覧ください。今回の申請

件数は６件です。ご説明致します。第１項、譲受人○○○○氏、譲渡人○○○○氏の申

請案件で、畑３筆の計１３，４８０㎡の売買で、対価総額２０２万円でございます。横

山会長、郡山委員にあっせんを頂いております。第２項、譲受人○○○○氏、譲渡人○

○○○氏の申請案件で、畑１筆、２，２６８㎡の売買で、対価総額５５万円でございま

す。横山会長、郡山委員にあっせんを頂いております。第３項、譲受人○○○○氏、譲

渡人○○○○氏の申請案件で、畑１筆、８４７㎡の売買で、対価総額８万５千円でござ

います。西村委員、郡山委員にあっせんを頂いております。第４項、譲受人○○○○氏、
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譲渡人○○○○氏の申請案件で、畑２筆、１，６９０㎡の売買で、対価総額１６万９千

円でございます。西村委員、郡山委員にあっせんを頂いております。第５項、譲受人○

○○○氏、譲渡人○○○○氏の申請案件で、田２筆、２，２２６㎡の売買で、対価総額

２２万３千円でございます。佐藤委員、酒匂委員にあっせんを頂いております。第６項、

譲受人○○○○氏、譲渡人○○○○氏の売買で、対価総額６１万円、機構特例事業の農

業振興公社からの買い戻しでございます。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）はい。只今事務局長の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、

ご質問等を伺いたいと思います。 

（議長）ご意見等、ご質問等はございませんか。 

（山元委員）５番、山元。（はい、山元委員）価格の総額の表記の仕方が、統一みたいなのはで

きないのでしょうか。 

（事務局長）議長。（はい、局長）議案の表記につきましては、今後１番から５番のように万と

千円単位で記入するように致したいと思います。失礼しました。宜しくお願い致します。 

（議長）他にご質問等はございませんか。 

（折尾委員）議長、１３番。（はい、折尾委員）第１項の方ですけど、売買されて○○○○さん

はもう畜産業を辞められるというお話でしょうか。そしてその備考欄に書いてある可決

後に地目変更予定は、農用地区域なんですが畜舎かなんかの予定というようなお話なん

でしょうか。そこあたりを教えてください。 

（事務局長）議長、事務局長。（はい、局長）折尾委員のご質問にお答えします。○○○○さん

につきましては、現在はオペレーターとして頑張ってます。自分で農業はしませんけど

オペレーターで頑張ります、というお話のようでございます。あと、この地目について

４１ページをご覧いただきたいと思うのですが。登記簿上の地目が原野でございまして、

現況が畑であるということで登記上の地目も原野から畑になおします、という趣旨でこ

のように書いたところでございます。以上でございます。 

（議長）よろしいでしょうか。他にご質問等はございませんか。 

（堀ノ内委員）はい。（はい、堀ノ内委員）６番、堀ノ内です。第３項の４３ページですね。こ

こは畑かんの工事が今度入るところですよね。この黄色い印が入ってる隣とかは譲受人

の方の農地なんでしょうか。 

（議長）暫時休憩をさせて頂きたいと思います。 

（議長）休憩前に戻って審議に入りたいと思います。この土地はですね、楠木塚においては畑か

んの造成エリアになっておりまして換地をしたときにこの地形の形状でなく真四角状

態に近い状態に換地されるということで多分問題無いものかなというふうに考えてる

ところであります。 

（議長）他にご質問等はございませんか。 

（加藤委員）はい、１４番。（はい、加藤委員）３９ページの整理番号５番ですね、○○○○さ

んと○○○○さんの田２筆の売買価格なんですけども。田んぼのところとしては安くな

ってると思うんですけど。利用目的が飼料作物ということで限定して田の売買をしてい
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くとですね、周辺の田の相場というか、影響を与えてくるんじゃないかなと。水田とし

ての利用じゃなくて飼料作物ということで設定を安くしたんですかね。周辺の田の相場

が多少出てくるんじゃないかな。双方が確実に納得してやってるんだったら良いけど。 

（事務局長）議長。（はい、局長）お答え致します。この現況写真が４５ページをご覧いただき

たいのですが現況の田んぼが、農地がほ場整備された地域でございます。ところがこの

現況の田んぼが①と②なのですが北側に３、４ｍくらいの高い土手の下にありましてち

ょっと条件的に他のほ場整備されたところよりもよくないのかなと。道路には面しては

いるんですが、そういった特殊事情がございまして、北側に高い土手があって竹藪みた

いなところが現況になっておりまして、その分を考慮して話し合いをされて単価が決ま

ったということのようでございます。ですから他の地域の単価に影響を及ぼすことな無

いのかなと、少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。 

（佐藤委員）はい。（はい、佐藤委員）１２番佐藤です。私があっせんしたんですけど、話し合

いの結果１０万円に決まりました。そういうことです。 

（議長）よろしいでしょうか。他にご質問が無ければ審議を終わりたいと思いますけどよろしい

でしょうか。 

（はいの声） 

（議長）それではこれより採決致します。議案第１２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６項に賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

（議長）はい、ありがとうございます。全員賛成ですので議案第１２号の第１項から第６項は申

請どおり許可する事に決定致しました。 

（議長）次に議案第１３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。事務局長に説明をお

願い致します。 

（事務局長）議長、事務局長。（はい、局長）議案書は４８ページをご覧ください。まず議案第

１項から第８項、及び第１０項から第２７項までをご説明致します。第１項、借受人○

○○○氏、貸渡人○○○○氏の申請案件で、田３筆、計４，９９０㎡です。貸借期間は、

令和２年６月１日から令和７年５月３１日までの５年間の新規設定で、賃借料は年総額

玄米６袋です。第２項、借受人○○○○氏、貸渡人○○○○氏の申請案件で、田３筆、

３，２２２㎡の賃貸借で、貸借期間は令和２年６月１日から令和７年５月３１日までの

５年間の新規設定で、賃借料は年総額２万９千円です。第３項、借受人○○○○氏、貸

渡人○○○○氏の申請案件で、田６筆、２，１９６㎡の賃貸借で貸借期間は令和２年６

月１日から令和７年５月３１日までの５年間の新規設定、賃料は年総額玄米２袋です。

第４項、借受人○○○○氏、貸渡人○○○○氏、田３筆、３，５５６㎡の賃貸借で貸借

期間は、令和２年７月１日から令和７年６月３０日までの５年間の新規設定、賃料は年

総額玄米３０キロ３袋です。第５項、借受人○○○○氏、貸渡人室田千代子氏、田１筆、

２，６０１㎡、の賃貸借で貸借期間は、令和２年７月１日から令和７年６月３０日まで
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の５年間の再設定で賃料は年総額玄米３０キロ入り３袋です。第６項、借受人○○○○

氏、貸渡人○○○○氏、田２筆、１，５２６㎡、賃貸借で貸借期間は令和２年６月１日

から令和７年５月３１日迄の５年間の賃貸借の再設定で、賃料は年総額玄米３０キロ入

り３袋です。第７項、借受人○○○○氏、貸渡人○○○○氏、田１筆、８１６㎡、の賃

貸借で貸借期間は、令和２年６月１日から令和７年５月３１日までの５年間の再設定で、

賃料は年総額玄米３０キロ１袋です。第８項、借受人○○○○氏、貸渡人○○○○氏、

田１筆、８４２㎡、の使用貸借で令和２年７月１日から令和７年６月３０日までの５年

間の再設定で相続人全員の同意を得ています。第１０項、借受人○○○○氏、貸渡人○

○○○氏、田１筆、１，２３２㎡、の賃貸借で令和２年６月１日から令和７年５月３１

日までの５年間の新規設定で、賃料は年総額１万円です。第１１項以降は借受人が、○

○○○氏となっており、今回は１７件となっております。第１１項、貸渡人○○○○氏、

畑２筆、４，００９㎡の賃貸借で、賃貸借期間は令和２年７月１日から令和７年６月３

０日までの５年間の新規設定で、賃料は２万８千円です。第１２項、貸渡人○○○○氏、

畑３筆、５，９８２㎡、の賃貸借で貸借期間は令和２年７月１日から令和５年６月３０

日までの３年間の新規設定で、賃料は年総額４万円です。第１３項、貸渡人○○○○氏、

畑１筆、１，６９９㎡、の賃貸借で令和２年７月１日から令和７年６月３０日までの５

年間の新規設定で、賃料は年総額８千円です。相続人過半同意を得ています。第１４項、

貸渡人○○○○氏、田１筆、２，２９９㎡、の賃貸借で令和２年７月１日から令和７年

６月３０日までの５年間の新規設定で、賃料は年総額２万円です。第１５項、貸渡人○

○○○氏、田１筆、６０２㎡、の賃貸借で令和２年７月１日から令和１２年６月３０日

までの１０年間の新規設定で、賃料は年総額５千円です。第１６項、貸渡人○○○○氏、

田１筆、１，１２２㎡、の賃貸借で令和２年７月１日から令和１２年６月３０日までの

１０年間の新規設定で、相続人過半の同意を得ています。賃料は、年総額１万円です。

第１７項、貸渡人○○○○氏、畑１筆、１，８６６㎡、の賃貸借で令和２年７月１日か

ら令和１２年６月３０日までの１０年間の新規設定で、相続人過半の同意を得ています。

賃料は年総額９，３３０円です。第１８項、貸渡人○○○○氏、田１筆、４，１９７㎡、

の賃貸借で令和２年７月１日から令和１２年６月３０日までの１０年間の新規設定で、

賃料は年総額２９，３７９円です。第１９項、貸渡人○○○○氏、田１筆、２，１２６

㎡、の賃貸借で令和２年７月１日から令和１２年６月３０日までの１０年間の新規設定

で、賃料は年総額１万７千円です。相続人過半同意を得ています。第２０項、貸渡人○

○○○氏、田１筆 １，２７１㎡、の賃貸借で令和２年７月１日から令和１２年６月３

０日までの１０年間の新規設定で、賃料は年総額１万円となっております。第２１項、

貸渡人○○○○氏で、田１筆、１，０９９㎡、の賃貸借で令和２年７月１日から令和１

２年６月３０日までの１０年間の新規設定で、賃料は年総額１万円となっております。

第２２項、貸渡人○○○○氏で、田２筆、４，１０２㎡で、の賃貸借で令和２年７月１

日から令和１２年６月３０日までの１０年間の新規設定で、賃料は年総額４万円となっ

ております。第２３項、貸渡人○○○○氏で、田２筆畑２筆、計５，７５２㎡で、令和

２年７月１日から令和１２年６月３０日までの１０年間の新規設定で、賃料は年総額６
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万円となっています。第２４項以降は、使用貸借で令和２年７月１日から令和１２年６

月３０日までの１０年間の新規設定となっております。第２４項、貸渡人○○○○氏で、

田１筆、８７２㎡です。第２５項、貸渡人○○○○氏で、田２筆、計３，１８２㎡で、

相続人過半の同意を得ています。第２６項、貸渡人○○○○氏で、畑３筆、計３，５９

５㎡で、相続人全員の同意を得ています。第２７項、貸渡人○○○○氏で、田２筆、計

３，１２８㎡です。以上説明致しましたすべての案件は、農業経営基盤強化促進法第１

８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）只今、事務局長の説明が終わりましたので、議案第１３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。」

の第１項から第８項、及び第１０項から第２７項までの審議に入ります。ご意見等はご

ざいませんか。 

（山元委員）５番、山元。（はい、山元委員）１８番の年総額２９，３７９円という端数ですよ、

借り手と貸し手の問題だろうけど、参考までにどういう計算されたかだけちょっとお聞

きしたい。 

（議長）暫時休憩したいと思います。 

（議長）休憩前に戻って審議に入りたいと思います。ご意見、ご質問等はございませんか。これ

を以て審議を終わってよろしいでしょうか。 

（はいの声） 

（議長）それではこれより採決致します。議案第１３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。」の第１項か

ら第８項、及び第１０項から第２７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）はい、ありがとうございます。全員賛成ということで、第１項から第８項、及び第１０

項から第２７項までについては承認されました。 

（議長）続きまして、同じく議案第１３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。」の第９項について説明と

審議をお願いしたいと思いますけれども、赤井田委員が「農業委員会に関する法律第３

１条の議事参与の制限」いたしますので、赤井田委員の退席を求めたいと思います。 

（赤井田委員退席） 

（議長）それでは第９項につきまして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。（はい、局長）議案書は５３ページをご覧ください。第９項をご

説明致します。第９項、借受人○○○○氏、貸渡人○○○○氏の申請案件で、田１筆、

５２０㎡の使用貸借で令和２年６月１日から令和１２年５月３１日までの１０年間の

新規設定となっています。以上、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）只今、事務局長の説明が終わりましたので、これより審議に入りたいと思います。ご意

見等、ご質問等はございませんか。無いようですけれども、これより採決してよろしい

でしょうか。 
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（はいの声） 

（議長）それでは採決致します。議案第１３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。」の第９項について賛

成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

（議長）はい、ありがとうございます。全員挙手ということで赤井田委員の入室を求めます。 

（赤井田委員着席） 

（議長）赤井田委員にお伝え致します。議案第１３号第９項は申請どおり承認することに決定致

しました。 

（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。これを持ちまし

て、５月の農業委員会定例総会を閉会致します。 

（小久保係長）皆様ご起立をお願い致します。「一同礼」。お座りください。お疲れ様でした。 


