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令和２年１０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１０月２８日（水）午前９時３０分から午前１０時２０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   ６番 郡山信敏 ７番 邊木園浩子 

       会議書記      係長 小久保洋平 

  第２ 議案第３７号 農地利用最適化推進委員の辞任について 

     議案第３８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３９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４０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４１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４２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。まず、事務局の方からお礼を申し上げたいと思います。先だ

ってご案内致しました、農地パトロールの方がお陰様を持ちまして全ての地域が終わり

ました。ありがとうございました。暑い中、また初めての委員さんもいる中で事故も無

く、何らトラブルも無く終わりまして安心しております。今事務局の方で集計を致して
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おりまして、集計状況についてはまた総会の方でご報告申し上げ、農業委員会通信等を

通じまして町民の皆さんにもお知らせをする考えでおります。ありがとうございました。

重ねてお礼を申し上げます。今月の定例総会件数は、お手元に配布の議案書のとおり、

議案第３７号から議案第４２号までの議案１８件です。ご審議方よろしくお願い致しま

す。なお、本日の総会終了後、県農業振興公社をお招きしての研修会を予定しておりま

す。１１月の定例総会は２７日（金）です。議案審議、及び転用議案に係る現地調査は、

２０日（金）にお願いする予定です。１１月の４条・５条に係る調査委員会は、第５調

査委員会です。どうぞよろしくお願いします。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、１０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、６番郡山委員と７番邊木園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。 

（議長）次に、日程第２、議案審議に入ります。議案第３７号「農地利用最適化推進委員の辞任

について」を議題とし、説明と審議をお願い致します。事務局長に議案の説明をお願い

します。 

（事務局長）議長、事務局長。（はい、事務局長）今般、村内農地利用最適化推進委員から一身

上の都合により辞表が提出されました。これを受けて、農業委員会等に関する法律第２

３条の規定にあります「推進委員は、正当な事由がある場合は農業委員会の同意を得て

推進委員を辞任することができる」という規定により、農業委員会総会の議案として提

出するものでございます。事務局で村内委員ともお会いしお話を伺って参りましたが、

辞任はやむを得ないと考えております。以上でございます。 

（議長）それでは事務局長の説明が終わりましたので、これより議案第３７号の審議に入ります。

何かご意見はありませんか。 

（加藤委員）５番、加藤です。（はい、加藤委員）後任の方の選任というのは。 

（事務局長）議長、事務局長。（事務局長）お答え致します。村内委員が蒲牟田区からの推薦と

いう事で、蒲牟田区長さんの方にですね、後任の方の選任の方をお願い致しております。

法律上というか、規則上選任する場合は公報をしなければいけないという事で、その公

報の準備を致しております。１か月程度公報を致しまして、また蒲牟田区の方からも推

薦があると思いますので、それを待って選任をして事務を進めていくという事でござい

ます。順調にいきますと１か月程度公報を致しますので、１２月の総会で新しい推進委

員さんの議案を提出するという事になろうかと思います。以上でございます。 
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（議長）よろしいですか。他にございませんか。 

（議長）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３７

号「農地利用最適化推進委員の辞任について」賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

（議長）はい。それでは、議案第３７号「農地利用最適化推進委員の辞任について」は承認され

ました。 

（議長）続きまして、議案第３８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します。 

（事務局長）議長、事務局長。（はい、事務局長）議案書の５ページをご覧ください。今回の農

地法第３条による申請件数は１件です。ご説明致します。第１項、譲受人○○○○氏、

譲渡人○○○○氏による売買で、畑１筆、２３６㎡、売買価格は隣接する建物、宅地も

含めまして２００万円でございます。なお、この農地は８月の農業委員会総会の議案第

２９号「空き家バンクに附属した農地指定申し出について意見を求める」でご承認いた

だきました農地でございます。調査委員は大迫委員でございます。なお、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）本件については、大迫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。 

（大迫委員）はい。１２番大迫、報告します。１０月１９日、月曜日の９時４０分より現地調査

を実施しました。申請地は６ページをご覧下さい。大字広原切通○○○○です。譲受人

○○○○氏と面会してその意思を確認しました。○○○○さんは美容師で、空き家バン

ク経由にてこの地を見付け、農地を小菜園として利用するとの事です。現在は露地野菜、

ダイコンや葉物野菜が栽培してありました。農業機械等は持っていないという事ですが、

家で食べるものを栽培していきたいという事でした。譲渡人の○○○○さんとは電話で

その売却の意思を確認し、本件の売買について特に問題は無いと判断しております。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。何かご意見はありませんか。 

（加藤委員）はい、５番加藤です。（はい、加藤委員）この譲受人の○○○○さんは何年か前に

狭野の住宅と農地を一緒に購入されたかと思うんですけど、この自作地っていうのはそ

この農地ですか。 

（大迫委員）いいですか。（はい、大迫委員）私が聞いたところによると、そこを引き払って新

しいところに居を構えるみたいな言い方をされていました。 

（議長）よろしいですか。 

（加藤委員）はい。 

（議長）他にはございませんか。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

します。議案第３８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。 
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（全員挙手） 

（議長）全員賛成ですので、議案第３８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３９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。」を議題とし、事務局長に議案の説明をお願い致します。

尚、議案第３９号第１項は、議案第４０号第１項と関連しますので、併せて説明してい

ただき、ご審議をお願いしたいと思います。 

（事務局長）議長、事務局長。（はい、事務局長）議案第３９号については、議案書の８ページ

をご覧ください。第１項、借受人○○○○と貸渡人○○○○氏による営農型太陽光発電

施設設置による「地上権設定」によるもので、畑３筆、計４，９９５㎡、賃借料は年５

万円で、賃借期間は、許可日から３ヵ年です。平成２８年１２月総会で承認をいただい

ておりますが、５条関係の県の許可が平成２９年７月２０日付けで受けているため、３

条許可についても同日に許可をしています。なお、当時の許可は、○○○○でしたが、

その後発電関係の権利が今回申請の○○○○に移っています。今回、地上権の更新をす

るための申請でございます。なお、営農型太陽光発電施設設置の農地転用にかかる取扱

が、平成３０年５月に一部改正され、条件を満たす場合一時転用許可期間を３年以内か

ら１０年以内に延長できることとなりましたが、今回申請の案件は該当しないため３年

以内の一時転用許可となります。営農型太陽光発電とは、農林水産省のホームページに

よりますと、「農地に支柱を立てて上部空間に太陽光発電設備を設置し、太陽光を農業

生産と発電とで共有する取組です。作物の販売収入に加え、売電による継続的な収入や

発電電力の自家利用等による農業経営の更なる改善が期待できる」とあります。具体的

には、議案書１５ページに現地の写真を添付しております。また、地上権とは「他人の

土地において、工作物等を所有する目的で、その土地を使用する権利」です。農地に地

上権を設定するため農地法の３条許可が必要となります。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。続きまして、議案書の１１ページをご

覧ください。議案第４０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。」第１項についてご説明致します。第１項、譲受人○○○○氏と譲渡人○○○○氏

による太陽光発電施設設置を目的とした賃貸借で、畑３筆、４，９９５㎡、都市計画区

域外、農用地区域内農地です。先程も説明致しましたが、当該地は営農型太陽光発電施

設が設置されており、太陽光発電施設で発電を行いながら、その施設の下の部分で農作

物を栽培いたします。議案第３９号の説明の際にも少し触れましたが、営農型太陽光発

電施設であるため、農用地区域内での設置が可能ですが、賃貸借期間は最長３年となっ

ております。賃貸借期間が令和２年７月１９日に終了しており、農業委員会の指導によ

り今般追認申請という形で３条申請及び５条申請がされたものです。なお、申請にあた

り事実申立書が添付されております。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。以上で説明を終わります。 

（議長）議案第３９号第１項につきましては、前例に基づき事務局の方で調査内容の報告をお願

い致します。 
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（事務局長）議長、事務局長。（はい、事務局長）議案第３９号第１項につきまして、１０月１

５日、木曜日、現地調査を致しました。議案書１５ページをご覧ください。太陽光発電

施設が設置されており、その発電設備の下で作物を栽培するという形をとっております。

○○○○さんのお話では当初はアシタバを栽培予定でしたが、体力的な面からサカキ栽

培に切り替えるとのことです。現在はその準備を進めておられました。農業経験も充分

にあり問題ないと考えております。以上、何ら問題はないものとして判断致しました。

以上でございます。 

（議長）はい、ありがとうございます。それでは質問を受けていきたいと思います。議案第３９

号第１項についての質問はございませんか。 

（真方委員）１７番、真方です。（はい、真方委員）新しく聞く営農型太陽光発電施設なんです

けれども、大体の概要を今説明で分かったんですけど、この下に作ってるって話でした

けど、この耕作をする、しないというのはどういったふうな確約でそれが出来るものな

んでしょうか。 

（事務局長）議長、事務局長。（はい、事務局長）営農型太陽光発電という事でございまして、

先程も少しお話致しましたが太陽光発電施設がありましてその下でアシタバとか色ん

な作物を植えるという事でございます。農林水産省のホームページから引っ張ってきた

んですが、太陽の光が無いと植物は育たないのかなと考えておりましたが、色んな事例

がございましてここはアシタバなんですけど、例えば大豆を植えたり米を作ったり、そ

ういった所もたくさんあるようでございまして太陽の光を農作物と太陽光発電で分け

ると、シェアするという形でやっていくように考えております。この確約と申しますか、

太陽光発電の下で作物を植えるという事で、耕作の権利については○○○○さんが持っ

てらっしゃると、この方が耕作をしますと。その上の部分を地上権を設定して太陽光発

電を作られるという事でございます。本当は○○○○さんが太陽光発電でガンガンやら

なくちゃいけないんですが、ちょっと体調不良があったりして、アシタバがちょっと厳

しかったと。植えられたらしいんですけど、厳しかったという事で比較的体力のいらな

いサカキの方に切り替えていこうというようなお話のようでございます。以上でござい

ます。 

（議長）よろしいですか。 

（真方委員）はい、分かりました。こういう施設のような関係は他にもあるんですかね。下で作

物を作って上で発電をするっていう事例は中々聞かないものですから。 

（議長）事務局長。 

（事務局長）はい、事務局長。高原町内では私の知る限りここだけかなと思っております。只、

他の地域では全面的にやるんじゃなくて一部に太陽光発電を作って、売電ももちろんす

るんですがその農地なり農業用施設何かで使う電灯とかそういったものの電力として

使っているという所もだいぶあるようです。九州みたいに台風が来るような所は３ｍ以

上と軒が高いものですから中々そぐわないのかなというところで。本州の方に行くとだ

いぶあるようなお話も聞いております。この事例でも、群馬県とか千葉県とか兵庫県と

かそういったよそのところでは多いという様な感じです。以上でございます。 



6 

 

（議長）他にはございませんか。それではこれを以て審議を終わります。第１項についての審議

について議案第議案第３９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。」の第１項及び議案第４０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。」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３９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。」第１項及び議案第４０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。」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４０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２項、第３項について質疑の方をお願い致します。説明を事務局長の方からしてい

ただきます。 

（事務局長）議長、事務局長。（はい、事務局長）第２項、譲受人○○○○氏、譲渡人○○○○

氏による一般住宅建設を目的とした売買で畑１筆、３８９㎡、都市計画区域外、農用地

区域外、第２種農地です。売買代金は８５万円です。第３項、譲受人○○○○氏、譲渡

人○○○○氏による住宅地の拡張を目的とした申請です。畑１筆、３３㎡、都市計画区

域外、農用地区域外、第２種農地です。売買代金は７１，４００円です。自己所有の宅

地の拡張です。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）議案第４０号第２項、第３項については、第４調査委員会に調査をお願いしております

ので、調査内容の報告を坂元委員にお願いします。 

（坂元委員）坂元です。令和２年１０月２１日に調査を致しました。議案第４０号の第２項です。

現地の調査をしたところですが、転用の目的は一般住宅、駐車場です。申請地につきま

しては議案書の１６ページをご覧下さい。施設の配置図につきましては議案書の１７ペ

ージを見ていただきたいと思います。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の無いものとして判断致しま

した。 

（議長）まとめて質疑の方を受けますので、第３項の説明をお願いします。 

（坂元委員）それでは第３項の報告を致します。転用の目的は住宅地の拡張です。申請地につき

ましては議案書の２０ページをご覧下さい。配置図につきましては議案書の２１ページ

をご覧いただきたいと思います。申請地は、農用地区域外で第２種農地となっておりま

して、地域住民、周辺農地にも影響が無いことから問題が無いと判断致します。以上で

す。 

（議長）報告が終わりましたので、審議に入りたいと思います。何かご意見はありませんか。 

（議長）よろしいですか。 

（はいの声） 

（議長）それではこれを以て審議を終わります。それでは採決致します。議案第４０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２項及び第３項に賛成の
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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４０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２項及び第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）続きまして、議案第４１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。」を議題とします。事務局長に説

明をお願い致します。 

（議長）議長、事務局長。（はい、事務局長）議案書は２４ページをご覧ください。今回の申請

件数は２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７筆、２３，１４６㎡の農地売買支援事業による売買で、対価総額５，

９７８，１２５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。９月の

総会でもご説明致しましたが、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、一時貸付し、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。第

２項、譲受人○○○○氏、譲渡人○○○○氏の申請案件で、畑２筆、計３，３９９㎡

の売買価格は６０万円です。入木委員、西村委員のあっせんを受けております。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）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。ご意見はありません

か。 

（議長）ございませんか。よろしいですか。 

（はいの声） 

（議長）それではこれをもって、審議を終わります。これより採決致します。議案第４１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４１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）続いて、議案第４２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３２ページをご覧ください。今回の

申請件数は、１１件です。第１項、借受人○○○○氏、貸渡人○○○○氏の申請案件で、

田２筆、計２，６２９㎡、賃借料は年総額籾３０㎏袋を７袋の現物払い、賃貸借期間は

令和２年１１月１日から令和７年１０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、畑１筆、２，８６４㎡、賃借料は年
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総額８千円です。賃貸借期間は令和３年１月１日から令和１２年１２月３１日までの１

０年間の再設定です。相続人の過半の同意を得ています。第３項、借受人○○○○氏、

貸渡人○○○○氏の申請案件で畑１筆、７０５㎡の使用貸借で使用貸借期間は令和３年

１月１日から令和４年１２月３１日までの２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１筆、１，１３７㎡の使用貸借で使用貸借期

間は令和３年１月１日から令和４年５月３１日までの１年５ヶ月の新規設定です。第５

項、借受人○○○○氏、貸渡人○○○○氏の申請案件で畑１筆、１，９３６㎡の使用貸

借で使用貸借期間は令和２年１１月１日から令和７年１０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２筆、計２，

８９５㎡の使用貸借で使用貸借期間は令和３年１月１日から令和１２年１２月３１日

までの１０年間の再設定です。第７項、借受人○○○○氏、貸渡人○○○○氏の申請案

件で畑２筆、計４，１２７㎡の使用貸借で使用貸借期間は令和２年１１月１日から令和

７年１０月３１日までの５年間の再設定です。第８項、借受人○○○○氏、貸渡人○○

○○氏の申請案件で樹園地８筆、畑１筆、計２０，６４１㎡の使用貸借で使用貸借期間

は令和３年１月１日から令和１２年１２月３１日までの１０年間の再設定です。第９項

以降は、借受人は○○○○氏でございます。第９項、貸渡人○○○○氏で畑２筆で計１

０，４３６㎡、賃借料は年総額１０４，３６０円です。賃貸借期間は令和２年１２月１

日から令和１２年１１月３０日までの１０年間の再設定です。第１０項、貸渡人○○○

○氏、畑３筆で計８，４７７㎡、賃借料は年総額８４，６４０円です。賃貸借期間は令

和２年１２月１日から令和１２年１１月３０日までの１０年間の新規設定です。なお、

９項と１０項は貸渡人が同一人物ですが、第９項の２筆が農地中間管理事業の重点実施

地区であるため議案を分けて提案するものです。第１１項、貸渡人○○○○氏、畑１筆

で計２，０１６㎡、賃借料は年総額１０，０８０円です。賃貸借期間は令和２年１２月

１日から令和１２年１１月３０日までの１０年間の新規設定です。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）議案第４２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。」についてご審議をお願い致します。何かご意

見はございませんか。 

（真方委員）すみません。（はい、真方委員）１７番、真方です。３項から８項まで賃借料の設

定がございませんけどこれは何かあるんですか。 

（事務局長）議長、事務局長。（事務局長）お答え致します。３項、４項、５項、６項、７項、

８項までは使用貸借、無料で貸しますという事ですので賃借料の記載がございません。

以上でございます。 

（議長）よろしいでしょうか。他にございませんか。無いようですので、これを以て審議を終わ

ります。よろしいですか。 

（はいの声） 

（議長）裁決致します。議案第４２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
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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１１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４２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１１項まで

は承認をされました。 

（会長代理）それでは以上で、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、１０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」。お疲れ様でした。お座り下さい。 


