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令和２年６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６月２９（月）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    １４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７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 

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   ５番 山元啓嗣 ６番 堀ノ内英雄 

       会議書記      主査 小久保隆佳 

  第２ 議案第１４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１５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１６号 農地法第４条による許可後の事業計画変更申請の進達について意見

を求める。 

議案第１７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１８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１９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２０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   主査 小久保隆佳 

６．会議の概要 

（小久保主査）皆さま、おはようございます。時間になりましたので、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１４号から議案第１９号までの議案３１件と議案２０号で「非農地判定」関係の
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議案も予定しております。ご審議方よろしくお願い致します。７月の定例総会は２８

日（火）ですが、その前の２０日（月）に臨時総会を開催し、農業委員、農地利用最

適化推進委員の改選に伴う議案の審議を行う予定です。議案審議、及び転用議案に係

る現地調査につきましては、１週間前の２１日（火）にお願いする予定です。７月の

４条・５条に係る調査委員会は、新しく構成される第１調査委員会となる予定です。

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７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、６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）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、５番山元委員と６番堀ノ内委員を指名致します。なお、

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

す。 

（議長）議案第１４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１４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○

○○○氏による親子間の贈与で、田 1筆、５３７㎡でございます。調査委員は、入木委

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、畑１筆、

１，７２４㎡、売買価格は５２，９６１円でございます。この売買価格につきまして確

認しましたところ、譲受人○○○○氏と譲渡人○○○○氏がいとこ同士であり、話し合

いの結果、売買価格を「固定資産税の評価価格」で決めたとのことでございます。調査

委員は、入木委員でございます。第３項、譲受人○○○○氏と譲受人○○○○氏による

親子間による贈与で、田２筆、畑６筆、計８筆、１３，４９７㎡ございます。調査委員

は、石崎代理でございます。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項及び第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。（はい、入木委員）１４項、第１項の現地調査を６月２６日、金曜日

に実施しました。１３時半から譲渡人、譲受人を訪問して双方に確認を行いました。申

請地は、議案書の７ページの航空写真をご覧ください。場所は、高原有水線の飼料基地

の裏を右にずっと下って行って下りついたところです。現状は、耕耘されていました。
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譲受人は、農業用機械としてトラクターと田植え機等を所有されていました。農作業は

親子２名で経営されていて米の作付けを毎年していて、人に頼まれれば田植えとかもさ

れているようでした。従事日数も満たされており地域経営体の集積等の取り組みにも連

携を取っており、地域の話し合いに積極的に参加しているなど特に問題ないと判断致し

ました。以上です。続きまして第２項ですが、同じく６月２６日、２時半から現地調査

を行いました。場所は後川内の上公民館のすぐ斜め横なんですけど。８ページをご覧く

ださい。行ってみたら綺麗にロータリーをかけている状態で、譲受人の人に確認をした

ら何か作付けをするという話でした。農業用機械としてはトラクター、田植え機等を所

有されているということで、農作業は家族１名で奥さんもたまに手伝うとのことで従事

日数も満たされていました。地域経営体の集積等も積極的に取り組んでいて、特に問題

はないと判断致しました。以上です。 

（議長）はい、次に３項については、石崎代理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。 

（石崎代理）はい、ご報告申し上げます。議案第１４号でございますが４ページから６ページに

図面が添付してございますので見ていただきたいと思います。集落は木場谷でございま

す。９ページの図面を見ていただきたいと思います。まず場所としては①が西麓鹿児山

○○○○番○○○○で２，７０８㎡、そして②が木場谷の○○○○番○○○○、畑で１，

９６７㎡でございます。その次ですけれども、１０ページを見ていただきたいと思いま

すが、その図面の③でございますが木場谷の○○○○番○○○○、田で２，９２１㎡。

④でございます、西麓字木場谷で○○○○番○○○○、田で１，５５１㎡。そして⑤で

すけれども、ちょうど真ん中の細長く記載してございますが木場谷○○○○番○○○○、

畑で１８９㎡でございます。そして１１ページを見ていただきたいと思いますけれども

⑥が大字後川内字日守○○○○番○○○○、畑で３，０４９㎡。そして⑦が同じく日守

の○○○○番○○○○、畑で９２３㎡でございます。⑧ですが日守○○○○番○○○○、

畑の１８９㎡でございます。この日は親の方が入院をされていて直接本人との話は出来

ませんでしたが、譲受人、○○○○さんあるいはその弟、○○○○さんという方ですね、

その人には来ていただいていろいろ内容等をお聞きしたところでございました。畑その

もの、あるいは田んぼについてはほとんど水稲、里芋、ごぼう等が植栽されておりまし

て、管理は十分行き届いているところでございます。譲受人はトラクター２台等を所有

されており、農作業は家族２名で経営されており日数等も満たされておられます。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まして、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。ご意見を賜りたいと思います。ご意見、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）ひとつ確認だけなんですけれども、第２項の○○

○○さんが認知症の疑い、その相続家族の同意というか、どういう申請であがってきた

のかなということを教えてください。 

（事務局長）議長、事務局長。（はい、局長）お答え致します。申請自体はですね、行政書士の
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方に委任をされて、委任状にも印鑑が押されております。以上でございます。 

（議長）他にご質問等はございませんか。無いようですけど、これで採決してよろしいでしょう

か。 

（はいの声） 

（議長）それでは採決致します。議案第１４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１４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１５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１３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２件です。ご説明致します。第１項、申請人○○○○氏

による宅地への転用申請です。登記簿上の地目は畑、現況は宅地で、６６㎡、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８年頃、転用の許可を得

ずに自宅に隣接する当該地を宅地として造成し、地目が畑であることから農業委員会の

指導で今般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、１６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

よる宅地への転用申請です。登記簿上の地目は畑、現況は宅地、４６㎡、都市計画区域

内、農用地区域外の第２種農地です。当該申請地に隣接する○○○○番○○○○は、既

に転用許可を受けて住宅が建設されていますが、表示登記を行う際に転用許可を受けた

部分から一部はみ出して建設されたことが判明し、今般申請に及んだものです。なお申

請書提出にあたっては、事実申立書が添付されており、１９ページに現況写真を添付し

ております。ここで、暫時休憩をお願い致します。 

（議長）はい、休憩致します。 

（議長）それでは休憩前に戻って審議に入ります。 

（事務局長）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。 

（議長）本件につきましては、第４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

告を赤井田委員長にお願い致します。 

（赤井田委員長）はい、３番赤井田が報告致します。（はい、赤井田委員長）令和２年６月２２

日１３時３０分から、私赤井田と加藤さん、それと小久保主査と３人で現地調査を致

しました。まず１３ページの第１５号の第１項、転用目的は宅地の拡張です。平成８

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１４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１５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

が無いことから、問題無いものと判断致しました。続いて４条の第１５号の第２項を

現地調査致しました。転用目的は、住宅敷地です。令和２年２月頃から利用されてい
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る追認案件となっております。申請地は議案書の１７ページから１９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１８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こと

から問題無いものと判断致しました。以上、報告を終わります。 

（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。 

（加藤委員）はい、１４番加藤です。（はい、加藤委員）赤井田委員と同行、調査致しましたが

只今の報告通り特に問題無いと思います。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

す。ご意見等を賜りたいと思います。ご意見、ご質問等をお願い致します。 

（折尾委員）議長、１３番。（はい、折尾委員）２項の方なんですけど、写真を見ると１９ペー

ジにありますが、追認という事で報告があった通り問題は無いと思うのですが。最初の

○○○○番○○○○の許可申請をしたときに分筆して、○○○○番○○○○、○○○○、

○○○○というふうに分筆されたと思うのですけど。この○○○○番○○○○というの

は元々畑で実際は○○○○番○○○○に住宅を建設するということで許可申請をされ

たと思うのですけど、プロフェッショナルがやる仕事としてはあまりにもなんか。元々

○○○○番○○○○は何のつもりで、結局最初の許可申請でこれだけ必要だったという

ことで、どうせならこの○○○○番○○○○まで。現況地目は宅地なんですが申請前は

畑という事で、わざわざこの○○○○番○○○○だけ分筆されているのにあえてまた何

で、不可避だったのかなと。そのあたりの説明をもうちょっとして頂けるとありがたい

です。 

（事務局長）議長、事務局長。（はい、局長）お答え致します。当初は○○○○番○○○○を分

筆して転用許可をしたところです。これでは既に分筆されておりますが、○○○○番○

○○○と○○○○番○○○○はですね、１筆で同じ土地でした。今回転用申請をするた

めに、○○○○番○○○○と○○○○を分筆したという事でございます。基礎が出来て

いるくらいなら基礎を壊してちゃんと入れてくださいという話を差し上げるのですが、

表示登記をする時点だったものですから、住宅かほぼほぼ完成しているという事で、ち

ゃんと測量をしたところ○○○○番○○○○、○○○○、１筆あった土地にはみ出して

家が出来ているという事が判明しましたので必要部分だけ○○○○番○○○○と○○

○○に分筆をしたという事でございます。当初から分けていたのではなくて、今回はみ

出したことが分かった部分だけを分筆したという事でございます。建築設計の方にも呼

んで確認をしましたところ、このようなおっしゃる通り凡ミスをしてしまい本当申し訳

ないと非常に反省をしておりましたし、なぜこのような事になったのか弁解の余地も無

いというふうに大変反省致しておられました。以上でございます。 

（大迫委員）１８番、大迫です。（はい、大迫委員）設計図が間違っていたんですかね。どちら

の間違いが最初なんですか。 

（事務局長）はい。（はい、局長）お答え致します。設計図自体はちゃんと作られておりました。

ただ基礎を作るときに、その基礎をここですよという時点でこっちにはみ出ていたとい

う事でございます。ですから設計図はちゃんと当初私達に出されていた計画通り入るよ
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うに作られていたんですけども、場所自体が１ｍくらいずれていたという様な事でござ

いまして、土地家屋調査士の方が表示登記のために測量をすると、その時に分かりまし

てびっくりされたという事でございます。大変反省をされておられました。本当申し訳

ないと、これしか言いようが無いという事でございまして。他に他意があったとかとい

う感じでは無かったというふうに事務局としては受け取っております。以上でございま

す。 

（折尾委員）１３番。（はい、折尾委員）その今の説明で分かったことは分かったんですけど、

調査委員会で現地調査に行くと土地家屋調査士が例えば杭とか、ここからここまでとい

うのが無い案件がかなりあって前から局長に申し上げてるんだけど、事務局受付の段階

でちゃんと杭が打ってあるよね、表示がここからこことしてあるよね、というのをやっ

ていただかないとこのようにミスが出るんじゃないかと僕は思ってるんですけど。 

（事務局長）議長。（はい、局長）お答え致します。この所にもいわゆる通常のプラスチックで

はなくて分かるように木の杭がちゃんと打ってはありました。ところがその確認を怠っ

たという事でございます。単純な凡ミスであると、申し訳ないという事しかないと大変

頭を下げておられました。折尾委員がおっしゃったように今後ですね、木の杭ではなく

ちゃんとしたプラスチックの杭を打ってと、ちゃんと境界が分かるようにしなさいとい

う事はですね再三申し上げてはいるんですけども行政書士の先生方にもですね。もう一

度再度確認の意味も含めて通知なりをしたいと思います。以上でございます。 

（赤井田委員長）３番。（はい、赤井田委員）現地を見たんですけど、その部分だけが土地に入

ってたみたい。畑とですね。本当少しのことなんですけど。 

（議長）今後ですね、このような事が無いような形で指導していきながら、こちらの方でも注意

しながらの現地調査というのをさせて頂きたいと思います。他にご質問等はございま

せんか。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１５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、第１項及び第２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１６号「農地法第４条による許可後の事業計画変更申請の進達について意

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２１ページをご覧ください。今回の農地

法第４条による許可後の事業計画変更申請件数は１件です。ご説明致します。第１項、

申請人○○○○氏による牛舎、堆肥舎、調整池への転用申請です。畑５筆、計９，４９

１㎡です。都市計画区域外、農用地区域内、農業用施設用地の第２種農地です。申請さ

れた農地は、既に農地法第４条の転用許可を受けていますが、許可後に事業計画を変更

したい旨の相談を○○○○氏から受け、県、町農畜産振興課等とも内容の検討、協議を

行い事業計画変更申請すべきとの判断から、農業委員会の指導により今般申請されたも
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のです。なお、３，０００㎡以上の転用は、通常県の常設審議会での承認も必要ですが、

確認したところ今回の変更については「町農業委員会総会で承認をされれば、常設審議

会での承認は不要」との回答を頂いています。ここで暫時休憩をお願い致します 

（議長）はい、休憩致します。 

（議長）休憩前に戻り審議致します。 

（事務局長）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。 

（議長）本件につきましては、第４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

告を赤井田委員長にお願いしたいと思います。 

（赤井田委員長）はい、３番赤井田が報告致します。（はい、赤井田委員長）４条の２１ページ

第１６号第１項を現地調査致しました。同じく令和２年６月２２日、私、赤井田、加

藤さん、事務局の小久保主査と現地調査致しました。２１ページの第１６号第１項は、

転用目的は牛舎、堆肥舎、調整池です。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、農業振興

地域内で農用地区域となっております。地域住民、周辺農地にも影響が無いことから、

問題無いものと判断致します。以上、報告を終わります。 

（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。 

（加藤委員）１４番、加藤です。（はい、加藤委員）只今の報告通り、赤井田さんの報告で問題

無いと思います。航空写真の２２ページなんですけど、周りが畜舎で一種の畜舎の団地

かという形で特に問題ないというふうに思います。以上です。 

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

をお願いしたいと思います。 

（事務局長）議長、事務局長。（はい、局長）補足してご説明申し上げます。当初、１回目の転

用申請をした際に、委員さんから雨水排水について心配をされる質問を受けたように記

憶しております。今回についても先程申し上げましたように畜舎が増えると２棟から３

棟に増えると、面積については倍に増えるという事でまず、雨水排水についてしっかり

とした処理計画を作りなさいという指示を出しましたところ、専門の業者の方々に雨水

排水について計画書を作られております。専門の方々にも見て頂いて問題無かろうとお

墨付きというか、意見を頂いております。○○○○さんとも直接お話をしましたけれど

も、何かあれば町の建設水道課なり農畜産振興課、農政林務課、農業委員会の指示にま

た従います、迷惑をかけないように致しますと、お話も受けておりました事を申し添え

たいと思います。以上でございます。 

（議長）はい、ありがとうございます。質問等はございませんか。 

（折尾委員）はい、１３番折尾。（はい、折尾委員）事業計画変更で、今局長の方から牛舎が２

倍になるということで雨水等の心配ということであるんですけれども、当初の時に地元

との理解を認めるということで話もされたみたいですが、計画変更に伴って牛舎が２倍

にもなれば地元の人達は聞いなかったがということになるんではなかろうかと思うん

ですけど、そのあたりのことについてはどうなんでしょうか。改めてまた地元の方に。
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そこあたりをお尋ねしたいと思います。 

（事務局長）はい、議長。（はい、局長）お答え致します。それについても地元の方々に色々と

心配をかけないように、それについては万全を期してくださいということはお話がして

あります。細かいお話についても、この許可に沿いながら。あと、先程お話をしたんで

すけど事業が農業振興公社の事業でございます。事業採択上もそういった細々した雨水

対策なり地元の説明等もするようになっておりますので、そちらの方も万全を期します

というお話をしております。今後そういう誠意を持った対応をされるというふうに事務

局の方では考えております。以上でございます。 

（議長）よろしいでしょうか。 

（入木委員）はい。（はい、入木委員）設計図で堆肥発酵槽と書いてるところがあるんですけど、

撹拌する、堆肥を発行させるあれですよね。この隣に○○○○さんとこの牛舎があるん

ですけど、ホルスタインの。許可は、どこに建てるとか言ってるんですかね。 

（議長）暫時休憩致します。 

（議長）それでは休憩前に戻って審議に入りたいと思います。前回申請の時にですね、隣との承

諾書といいますかそういうのが一応あるということで、先程赤井田委員が言われたよう

に仕方ないと言われたらそれだけなんですが、被害公害等のそこあたり、今後畜舎等を

設立する場合はそこあたりも徹底した形での指導という形をさせて頂きたいと思いま

す。他に質問等はございませんか。 

（大迫委員）１８番、大迫です。（はい、大迫委員）変更前は飼料置場があると思うんですけど、

この設計図では飼料置場が無くなってますが大丈夫なんですか。２１ページの変更前に

は家畜飼料置場、調整池とか書いてありますけど、飼料置場が無くなって餌はどうなる

のかなと。 

（事務局長）議長。（はい、局長）お答え致します。柳田さんのところは、ご案内の通り敷地面

積が大変広うございます。２２ページの申請の航空写真をご覧いただきたいと思います

がこの○○○○番○○○○、ここも○○○○さんとこの畜舎となっております。この部

分も含めまして飼料等については保管するということになろうかと思います。以上でご

ざいます。 

（議長）他にご質問等はございませんか。無ければ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を致します。議案第１６号「農地法第４条による許可後の事業計

画変更申請の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１６号「農地法第４条による許

可後の事業計画変更申請の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致しました。 

（議長）次に議案第１７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。 
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（事務局長）議長、事務局長。（はい、局長）議案書の２５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１件です。ご説明致します。第１項、譲受人○○○○氏

と譲渡人○○○○氏による宅地乗入口への転用を目的とした売買で、畑１筆、３５㎡、

売買価格３７万円の転用申請です。都市計画区域内、用途区域内、準工業地域の第３種

農地です。申請者は、申請地南側の住宅を貸家としておりますが、進入路が狭いため乗

入れ口を造成するものです。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。以上でござい

ます。 

（議長）本件につきましては、第４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

告を赤井田委員長にお願い致します。 

（赤井田委員長）はい、３番赤井田が報告致します。（はい、赤井田委員長）同じく６月２２日

に第４調査委員会で調査致しました。２５ページの第１７号の第１項の現地調査を実施

致しました。転用目的は、宅地の乗入れ口です。申請地は議案書の２６ページから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２７ページをご覧ください。

申請地は、都市計画区域内用途地域で第３種農地となっております。地域住民、周辺農

地にも影響が無いことから、問題の無いものと判断致しました。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ご意見等はございませんか。 

（加藤委員）１４番、加藤です。（はい、加藤委員）只今の案件につきましては、赤井田委員の

報告通り特に問題無いと思いますが、これだけの狭い土地をこれだけの高額の金額で

取引するのは、ちょっとまだよく分からないんですが、それは当事者同士の話なので

あとは問題無いと思います。 

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

ご意見、ご質問等をお願いします。 

（議長）ご意見等はございませんか。無いようですので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）これより採決致します。議案第１７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１７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

とに決定致しました。 

（議長）次に、議案第１８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３０ページをご覧ください。今回の申請

件数は３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１筆の２，０７１㎡の売買で、対価総額５０万円でございます。佐藤
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委員、酒匂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、田１筆、９５５㎡の売買で、対価総額１０万円でございます。

入木委員、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、田３筆、計７，４５５㎡の売買で、対価総額１４９万１

千円でございます。大迫委員、加藤委員にあっせんを頂いております。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。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

問等をお願いしたいと思います。 

（議長）ご質問等はございませんか。審議を終わってよろしいですか。 

（はいの声） 

（議長）それではこれより採決致します。議案第１８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１８号の第１項から３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１９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３６ページをご覧ください。今回の申請

件数は、２１件です。第１項、借受人○○○○氏、貸渡人○○○○氏の申請案件で、畑

１筆、２，０４７㎡です。貸借期間は、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、賃借料は年総額５千円です。第２項、借受人○○○○氏、 

貸渡人○○○○氏の申請案件で、田２筆、計３，６２１㎡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年間の新規設定で、賃借料は年総額３万

５千円です。以下第３項から第８項までは借受人は、○○○○氏です。第３項、貸渡人

○○○○氏の申請案件で、田１筆、２，５１５㎡の賃貸借で令和２年１０月１日から令

和７年９月３０日までの５年間の再設定で、賃借料は年総額２万４千円です。第４項、

貸渡人○○○○氏、田１筆、１，７７６㎡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年間の再設定、賃料は年総額１万８千円です。第５項、

貸渡人○○○○氏、田１筆、２，３８７㎡の使用貸借で貸借期間は、令和２年７月１日

から令和７年６月３０日までの５年間の新規設定で相続人過半の同意を頂いています。

第６項、貸渡人○○○○氏、田１筆、１，１６９㎡の使用貸借で貸借期間は令和２年８

月１日から令和７年７月３１日までの５年間の再設定です。第７項、貸渡人○○○○氏、

田２筆、計２，５７４㎡の使用貸借で貸借期間は、令和２年７月１日から令和７年６月

３０日までの５年間の再設定です。第８項、貸渡人○○○○氏、田１筆、３，９９３㎡

の使用貸借で貸渡期間は令和２年７月１日から令和７年６月３０日までの５年間の再
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設定です。第９項以降は借受人が、○○○○氏となっており、貸借期間は令和２年８月

１日から令和１２年７月３１日までの１０年間、合計１３件です。第９項、貸渡人○○

○○氏、畑１筆、９，９３４㎡の賃貸借の新規設定で賃料は年総額１０万円で、相続人

過半の同意を得ています。第１０項、貸渡人○○○○氏、田１筆、８５５㎡の賃貸借の

新規設定で、賃料は年総額８千円です。第１１項、貸渡人○○○○氏、田２筆、計１，

８４６㎡の賃貸借の新規設定で、賃料は年総額３６，９２０円です。第１２項、貸渡人

○○○○氏、田１筆、９１６㎡の賃貸借の新規設定で、賃料は年総額１万円です。第１

３項、貸渡人林宗重氏、田２筆、２，２３５㎡の賃貸借の新規設定で、賃料は年総額２

万円です。第１４項、貸渡人○○○○氏、田１筆、７８７㎡の賃貸借の新規設定で賃料

は、年総額３，９３５円です。第１５項、貸渡人○○○○氏、田２筆、計４，４１１㎡

の賃貸借の新規設定で、賃料は年総額７４，６１５円です。第１６項、貸渡人○○○○

氏、田１筆、１，６２３㎡の賃貸借の新規設定で、賃料は年総額２４，３４５円です。

第１７項、貸渡人○○○○氏、田３筆、畑３筆、計１５，８７７㎡の賃貸借の新規設定

で、賃料は年総額１５８，１１５円です。第１８項、貸渡人○○○○氏、田１筆、畑１

筆、計７，００８㎡の賃貸借の新規設定で、賃料は年総額６９，６８５円です。相続人

過半数の同意を得ています。第１９項、貸渡人○○○○氏で、畑２筆、６，６７３㎡の

新規設定で、賃料は年総額３３，５００円です。第２０項、貸渡人○○○○氏で、畑２

筆、１，３９７㎡の賃貸借の新規設定で、賃料は年総額７千円です。第２１項、貸渡人

○○○○氏で、田１筆、１，３８２㎡の新規設定で、使用貸借です。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）事務局長の説明が終わりましたので、議案第１９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２１項までの審議に入ります。ご意見等はありませんか。 

（議長）無いようですけれども、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）それでは採決致します。議案第１９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２１

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。第１９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２

１項までについては承認されました。 

（議長）次に、議案第２０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。（はい、局長）議案書は、別冊となります。今回非農地判定の承

認をお願い致しますのは田、４８筆、３５，３１９．７４㎡、畑、７２筆、５１，７５

１．６４㎡の計１２０筆、８７，０７１．３８㎡でございます。いずれも各委員さんが
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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等を行い、現況、周囲の農地等への影響等を総合的に検討し

て、今回非農地化として取り扱うことが妥当であろうと事務局で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。あと、補足説明でございます。議案書の５４ページ

及びその前の５０ページをご覧いただきたいと思います。ここは、ＪＲとほほえみ館の

間に挟まれた迫の農地でございます。この写真で見ますと５０ページの上の写真それか

ら５４ページの上、下の写真を見ていただくと耕起されてはおります。所有者の方から

も相談を受けておるんですが、出入りする道路が無いそうです。追加資料で上げており

ますが、この狭い畦畔のところをトラクター等が入りませんので小さい管理機的なもの

を走らせて、そしてここのＪＲの線路を跨いで農地を耕起していると。何も作ってはい

ないのですけど、年何回かは耕起をしているという事でございます。大型機械も入らん

し、迷惑をかけるわけにはいかないから管理だけはしているんだけども、とても大変だ

という事で農業委員会の方にも相談を受けたというところでございます。写真を見ると、

一見放棄してあるようでございますが、そのような諸事情があるという事を補足してご

説明を申し上げたいと思います。以上でございます。 

（議長）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。以前配布さ

れて確認をされたと思うんですけれども、その中でご質問等があったらお願いしたいと

思います。 

（議長）暫時休憩させていただきたいと思います。 

（議長）休憩前に戻って審議の方をよろしくお願いしたいと思います。いろんな回った所は確認

できると思うんですけど、そういうところで質問等ございましたらお願いしたいと思い

ます。 

（髙野瀬委員）はい、１６番。（はい、髙野瀬委員）１４８ページ、○○○○さんは亡くなって

るけど、そういう場合はどうなるんですか。そういう場合はあとの後継者がおるんです

かね。 

（事務局長）議長。（はい、局長）お答え致します。１４８ページの○○○○さんはご説明の通

り亡くなっていらっしゃいます。この関係については、通知については相続権者、娘さ

んが確かいらっしゃったかと思うんですけど、そういった方々にご案内をして地目変更

等をしていただくということになろうかと思います。また地元の人が作りたいとか、作

るのは出来ないと思いますけど、利用したいという方がいればそれについては相続人の

方々と相談をされるということになろうかと。 

（髙野瀬委員）分かりました。 

（事務局長）それと、事務局から補足説明がございます。１５６ページでございます。ここは１

５５ページをご覧頂くと分かるのですが、○○○○さん１，０７６㎡の○○○○番○○

○○の入口の土地でございます。これは何故かですね、公衆用道路として使われている
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んですが○○○○名義となっております。この辺の経緯がよく分からないんですが、こ

れがご承認いただければ○○○○の方に相談をして、○○○○さんはもう亡くなってら

っしゃいますけどその相続人の方に所有権移転なりをしていただくと、地目変更をして

公衆用道路として使っていただくということになろうかなと思います。この辺のところ

も事務局の方でご相談を申し上げたいと思います。 

（議長）他にご質問等ございませんか。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）それではこれより採決致します。議案第２０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）はい、ありがとうございます。全員賛成という事で承認されました。 

（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。これを持ちまし

て、６月の農業委員会定例総会を閉会致します。 

（小久保主査）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。 


