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令和２年９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９月２８（月）午前９時３０分から午前１０時１０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 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７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 

 

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   ４番 岡元良農夫 ６番 郡山信敏 

       会議書記      係長 小久保洋平 

  第２ 議案第３３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３４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３５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３６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。時間になりましたので、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３３号から議案第３６号までの議案４５件です。ご審議方よろしくお願い致します。

尚、議案の取下げがございました。議案書の５２ページ、５３ページでございます。３

３項、３４項、○○○○さん、○○○○さんと○○○○との賃貸借につきましては、２

件とも取下げの申し出がございましたのでお知らせ致します。１０月の定例総会は２８

日（水）です。議案審議、及び転用議案に係る現地調査は、２１日（水）にお願いする

予定です。１０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
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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、９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っていきたいと思います。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、これについて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、４番岡元委員と６番郡山委員にお願いを致します。本日

の書記は事務局の小久保係長にお願い致します。 

（議長）議案第３３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条に係る申請件数は１件です。ご説明致します。第１項、譲受人○○○○氏、譲渡人 

○○○○氏による親子間の贈与で、田２筆、畑６筆、計８，９８０㎡でございます。調

査委員は入木委員でございます。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、その報告を求めま

す。第１項につきましては、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。９月２３日、水曜日に現地調査を実施しました。

１０時から譲受人と譲渡人に電話と訪問を両方して確認を行いました。申請地は議案書

の６ページから１０ページをご覧ください。６ページの場所は、霞神社の階段で上がる

方の反対側の農地です。７ページは上後川内の大鼓橋から炭床川を上流に行ったときに、

畑が２筆と田んぼが２筆。④と⑤が田んぼ、②と③が畑です。９ページが霞神社の車で

上がる方の逆方向に行ったところの中入木というところの○○○○さんの自宅付近に

ある農地です。田んぼ２筆は自分で米を作付けされており、残りの畑２筆は自分で野菜

とかを作付けしておりました。残りの４筆は他の農家の人に貸しており綺麗にロータリ

ーをかけている状況です。農作業は両親とその譲受人の裕幸さんも代掻きと田植え、稲

刈り等経営されている状況でした。従事日数も満たされていて、譲受人はトラクターや

ら田植機等も所有されていました。地域の話し合いにも積極的に協力するなど特に問題

な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たいと

思います。ご意見を賜りたいと思います。ご意見はありませんか。 

（議長）よろしいですか。 

（はいの声） 
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（議長）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３３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３３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）次に、議案第３４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１２ページをご覧ください。議案第３４

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３件です。第１項、譲受人○○○○

氏と譲渡人○○○○氏による住宅、倉庫建設を目的とした親子間の贈与で、畑１筆、５

００㎡、都市計画区域外、農用地区域外、第２種農地です。第２項、譲受人○○○○氏、

譲渡人○○○○氏による牛舎建設を目的とした親子間の贈与で、畑１筆、２８４㎡、都

市計画区域外、農用地区域外、第２種農地です。尚、当該地は平成１２年頃から畜舎敷

地として使用されており追認案件です。今般農業委員会の指導により申請されたもので

す。なお、申請にあたり事実申立書が添付されています。第３項、譲受人○○○○氏、

譲渡人○○○○氏による賃貸借による太陽光発電施設建設を目的とした申請です。畑２

筆、計２，３８７㎡、賃貸借期間は令和３年３月１日から２０年間となっており、賃貸

借料は１００万円です。都市計画区域外、農用地区域外、第２種農地です。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。以上であります。 

（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おりますので、調査内容の報告

を郡山委員長にお願い致します。 

（郡山委員長）６番、郡山が報告致します。現地調査は９月の１８日、午後１時３０分より酒匂

委員、役場より小久保主査と私の３名で行いました。まず第１項ですけど、３４号第１

項、転用目的は一般住宅、車庫です。申請地は議案書の１３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１４、１５ページをご覧ください。申請地は農用地区域

外、第２種農地となっております。場所は出口保育園の右側にソーラーパネルが設置し

てあります裏側になります。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。続きまして３４号の第２項、これも調査日は一緒でございます。転

用目的は牛舎であります。これは平成１２年頃からの追認案件となっております。申請

地は議案書の１７ページをご覧ください。施設の配置図は１８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。ちょうど調査日に牛舎建築の真っ最中で

排水側溝も施工されており問題無いものと判断致しました。第３４号第３項です。調査

日は一緒であります。転用目的は太陽光発電施設であります。申請地は議案書の２０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２１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。地域住民、周辺農地にも影響が無いことか
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ら問題無いものと判断致しました。以上、３件報告致します。 

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

（酒匂委員）はい。（はい、酒匂委員）１４番、酒匂。同行させてもらったんですが、１項から

３項を許可するにあたり周辺地域への悪影響や、敷地排水等の問題点も無かったことを

重ねて報告を申し上げます。以上です。 

（議長）それでは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。ご意見を賜りた

いと思います。何かご意見はございませんか。 

（入木委員）はい。（入木委員）２１ページの水と書いてるのは何ですか。水路ですかね。 

（事務局長）議長、事務局長。（はい、事務局長）これは水路です。幅がだいぶ広い、５０セン

チくらいあるでしょうか。だいぶ流量のある水路が流れております。以上でございます。 

（事務局長）はい。（事務局長）補足してご説明を申し上げます。太陽光発電につきましてはい

つも、水の雨水排水についてとても心配をしておりますが、申請にあたって建設水道課

の技術の方とも排水等について十分協議をしてくれというふうな相談を致しまして、２

１ページにも書いてありますように、水の流れの方は水路の方に浸透桝を設けて処理を

すると。また付属して建設した水路があるということで、問題無いという事で協議がさ

れているようでございます。以上でございます。 

（議長）他にございませんか。 

（加藤委員）はい。（はい、加藤委員）５番、加藤です。１９ページの写真が２枚ありますけど、

こちらに排水が流れると思うんですけど。 

（郡山委員）はい。（郡山委員）調査した日にちょうど新しく牛舎建築中で、今下の方に牛舎を

作っています。その辺も泥やらユンボで造成中でありました。配置図にもあるように下

の方に側溝が通っておりまして、ここ全体が高台のようになっておりまして、下の方に

側溝があって問題無いものと判断しました。以上です。 

（議長）よろしいですか。 

（加藤委員）はい。 

（議長）他にございませんか。 

（大迫委員）１２番、大迫です。（はい、大迫委員）はい。整理番号２番の○○○○さんは小林

の住所ですけど通われるんですか。 

（郡山委員）はい。（はい、郡山委員）○○○○さんの娘で、旦那さんは細野出身、繁殖で娘さ

んのところに肥育牛舎を建設中でありました。後々には申請のところも取り壊して、一

体に牛舎を作るということでありました。○○○○さんは通勤であります。以上です。 

（事務局長）議長、補足説明です。（はい）事務局の方でも現地を調査致しました。その際に○

○○○さんとご主人との間の息子さんもいらっしゃって、農業後継者として頑張ります

と大変楽しみにされていると。今回、畜舎を作って頑張ろうというようなお話もされて

おりました。畜産係の方も大変楽しみしているというような事でございます。以上でご

ざいます。 

（議長）他にはございませんか。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３４号「農地法第５条の規定による許可・進達について意見
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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）全員賛成ですので、議案第３４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項から第３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）次に、議案第３５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、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）議案書は２３ページをご覧ください。今回の

申請件数は１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、田１筆、２，９５６㎡の売買で、対価総額１，１９３，４００円でござ

います。農地売買支援事業による売買でございます。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。農地売買支援事業とは、

規模縮小農業者等から農用地等を買入れて、農業振興公社が一定期間保有、一時貸与し

て規模拡大志向農家に売却する事業です。平成２５年度までは農地保有合理化事業とし

てきましたが、平成２６年度以降は、農地中間管理機構が農地売買支援事業として行う

こととしております。以上で説明を終わります。 

（議長）事務局長の説明が終わりましたので、これより、審議に入ります。ご意見はございませ

んか。 

（真方委員）議長。（はい、真方委員）１７番、真方です。写真の方に地目のところが畑と書い

てありますけどこれは間違いでしょうか。 

（事務局長）議長、事務局長。（はい、事務局長）申し訳ございません。畑でなく田の間違いで

ございます。修正をお願い致します。面積も２，９５６㎡に修正をお願い致します。申

し訳ございません。 

（議長）他にございませんか。無ければ、審議を終わりたいと思います。これより採決致します。

議案第３５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３５号の第１項は、申請どおり承認することに決定を致しま

した。 

（議長）続きまして、議案第３６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、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、４０件です。尚、整理番号１項から３７項までは借受人は○○○○氏、貸

借期間は令和２年１０月１日から令和７年９月３０日までの５年間の新規設定です。第

１項、貸渡人○○○○氏の申請案件で、田１筆、畑８筆、計２３，７５４㎡、賃借料は

年総額２２万６千円です。第２項、貸渡人○○○○氏の申請案件で、畑４筆、計１９，
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０５２㎡、賃借料は年総額２０万円です。第３項、貸渡人○○○○氏の申請案件で畑９

筆、計１７，３０８㎡、賃借料は年総額１６万１千円です。第４項、貸渡人○○○○氏

の申請案件で畑１筆、２，１０２㎡、賃借料は年総額２万円です。第５項、貸渡人○○

○○氏の申請案件で畑２筆、計６，１８５㎡、賃借料は年総額４万５千円です。第６項、

貸渡人○○○○氏の申請案件で畑７筆、計１６，６２４㎡、賃借料は年総額１６万円で

す。第７項、貸渡人○○○○氏の申請案件で畑３筆、計４，５３３㎡、賃借料は年総額

５万円です。第８項、貸渡人○○○○氏の申請案件で畑１筆、６，１６１㎡、賃借料は

年総額６万円です。第９項、貸渡人○○○○氏の申請案件で畑１筆、９０１㎡、賃借料

は整理番号１０項と合算して２万５千円です。第１０項、貸渡人○○○○氏の申請案件

で畑２筆、計１，７４８㎡、賃借料は整理番号９項と合算して２万５千円です。第１１

項、貸渡人○○○○氏の申請案件で畑５筆、計１６，０７７㎡、賃借料は年総額１５万

７千円です。相続人全員の同意を得ています。第１２項、貸渡人○○○○氏の申請案件

で畑６筆、計８，２３６㎡、賃借料は年総額１０万円です。第１３項、貸渡人○○○○

氏の申請案件で畑３筆、計５，４０２㎡、賃借料年総額４万８千円です。第１４項、貸

渡人○○○○氏の申請案件で畑２筆、計６，３４４㎡、賃借料は年総額５万５千円です。

第１５項、貸渡人○○○○氏の申請案件で畑３筆、計６，５７０㎡、賃借料は年総額６

万円です。第１６項、貸渡人○○○○氏の申請案件で畑２筆、計７，１０８㎡、賃借料

は年総額５万５千円です。第１７項、貸渡人○○○○氏の申請案件で畑７筆、計９，１

２６㎡、賃借料は年総額１０万円です。第１８項、貸渡人○○○○氏の申請案件で畑２

筆、計３，２４０㎡、賃借料は年総額３万４千円です。第１９項、貸渡人○○○○氏の

申請案件で畑６筆、計１０，３７８㎡、賃借料は年総額１１万５千円です。第２０項、

貸渡人○○○○氏の申請案件で畑１筆、２，７３９㎡、賃借料は年総額１万６千円です。

第２１項、貸渡人○○○○氏の申請案件で畑１筆、７，０１１㎡、賃借料は年総額７万

円です。第２２項、貸渡人○○○○氏の申請案件で畑２筆、計２，０９９㎡、賃借料は

２万２千円です。第２３項、貸渡人○○○○氏の申請案件で畑３筆、計１１，３７３㎡、

賃借料は１３万３千円です。第２４項、貸渡人○○○○氏の申請案件で畑１筆、６，３

６５㎡、賃借料は年総額６万４千円です。第２５項、貸渡人○○○○氏の申請案件で畑

１筆、４，９４５㎡、賃借料は年総額４９，４５０円です。第２６項、貸渡人○○○○

氏の申請案件で畑１筆、２，３７９㎡、賃借料は年総額２万円です。第２７項、貸渡人

○○○○氏の申請案件で畑２筆、計７，５０９㎡、賃借料は年総額７万５千円です。第

２８項、貸渡人○○○○氏の申請案件で畑２筆、計９，３６６㎡、賃借料は年総額９万

円です。第２９項、貸渡人○○○○氏の申請案件で畑２筆、計９，０８３㎡、賃借料は

年総額９万７千円です。第３０項、貸渡人○○○○氏の申請案件で畑１筆、１，６９６

㎡、賃借料は年総額１万７千円です。第３１項、貸渡人○○○○氏の申請案件で畑１筆、

４，７３８㎡、賃借料は年総額５万円です。第３２項、貸渡人○○○○氏の申請案件で

畑１筆４，８２４㎡、賃借料は年総額５万円です。３３項、３４項は取下げとなってお

ります。第３５項、貸渡人○○○○氏の申請案件で畑２筆、計２，４７８㎡、賃借料は

整理番号３６項と合算して年総額４万５千円です。第３６項、貸渡人○○○○氏の申請
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案件で畑１筆、２，３４９㎡、賃借料は整理番号３５項と合算して年総額４万５千円で

す。第３７項、貸渡人○○○○氏の申請案件で樹園地９筆、畑７筆、計６９，０５３㎡

で賃借料は年総額１０万円です。第３８項、貸渡人○○○○氏、借受人○○○○氏の申

請案件で、現況地目畑７筆で計１，５９６㎡、令和２年１０月１日から令和７年９月３

０日までの５年間の新規設定の使用貸借です。第３９項以降は、借受人は○○○○氏で

ございます。また借受期間は令和２年１２月１日から令和１２年１１月３０日までの１

０年間の新規設定です。第３９項、貸渡人○○○○氏、畑２筆で計６，２５８㎡、賃借

料は年総額３万円です。第４０項、貸渡人○○○○氏、畑２筆で計７，５３７㎡、賃借

料は年総額３７，６８５円です。第４１項、貸渡人○○○○氏、畑２筆で計３，１９８

㎡、賃借料は年総額１５，９９０円です。第４２項、貸渡人○○○○氏、畑１筆で３，

４１１㎡、賃借料は年総額３４，１１０円です。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）事務局長の説明が終わりましたので、議案第３６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。」３３項、

３４項を除く、第１項から第４２項までの審議に入ります。ご意見はございませんか。 

（真方委員）議長。（はい、真方委員）１７番、真方です。３７項の○○○○と○○○○さんで

すけども、面積が６町９反５３ですけど１０万円っていう金額は、これって１０万円ぐ

らいでいいかな、ていうような何かそういった感じの取り決めなんでしょうか。 

（事務局長）議長、事務局長。（事務局長）お答え致します。３７項の○○○○さんと○○○○

さんは親子という事だそうでございます。その関係で調整と申しますか、あったんだと

思います。以上でございます。 

（議長）他にございませんか。 

（郡山委員）いいですか。（はい、郡山委員）３８項の台帳地目が原野とか山林になって、現況

は畑になってるんですけど、畑になってるわけですか。台帳は山林ですけど。 

（事務局長）はい。（事務局長）お答え致します。この基盤法の申請があった際に全ての現況を

見ております。台帳地目上は山林、原野、用悪水路等になっておりますが、現況は畑と

して活用されております。現況地目を優先しております。以上でございます。 

（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３６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。」３３項、３４項を除く第１項から第４２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３６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。」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、９月の農業委員会定例総会を閉会致します。 
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（小久保係長）ご起立をお願い致します。「一同礼」。お座り下さい。お疲れ様でした。 


