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令和３年１月高原町農業委員会定例総会会議録 

 
１．開催日時    令和３年１月２８日（木）午前９時３０分から午前１０時１０分まで 

２．開催場所    ほほえみ館 中研修室 

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８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 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 ７番 邊木園浩子 

       会議書記      係長 小久保洋平 

  第２ 議案第５３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５４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。 

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。今回の定例会は新型コロナウイルス感染防止のために、ほほ

えみ館中研修室で行うことと致しました。ご協力ありがとうございます。次回以降の定

例会については未定でございますが、他市町村の事例では議決権のある農業委員のみの

出席で開催している所もあるようです。今後の総会等の開催について新型コロナウイル

ス感染症の状況、他市町村の対応状況及び県農業会議とも協議しながら対応を検討して

参りたいと考えておりますのでよろしくお願い致します。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５３号から議案第５６号までの議案１８件です。ご
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審議方よろしくお願い致します。２月の定例総会は２５日（木）です。議案審議、及び

転用議案に係る現地調査は、１８日（木）にお願いする予定です。２月の４条・５条に

係る調査委員会は、第３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、１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。議事録署名委員、会議書記の指名については

議長より申し上げます。 

（議長）議長の方から指名したいと思いますけれども、ご異議はございませんか。 

（異議なしの声） 

（議長）それでは議事録署名委員に、７番邊木園委員と３番入木委員を指名したいと思います。

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）次に日程第２、議案審議に入ります。議案第５３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、事務局長）議案書の４ページをご覧ください。今回の農

地法による所有権移転申請件数は２件です。ご説明致します。第１項、譲受人○○○○

氏、譲渡人○○○○氏による売買で、田１筆、１，２８４㎡、売買価格は１０ａあたり

２０万円です。調査委員は邊木園委員です。通常、農地取得には取得する農地面積と合

計して５０ａ以上の所有面積となる必要がありますが、今回取得する農地は農振法上の

農用地以外の農地、いわゆる白地でありますので農地取得の下限面積は１０ａとなりま

す。第２項、譲受人○○○○氏、譲渡人○○○○氏による兄弟間の贈与で、田７筆、計

１０，９５８㎡、畑９筆、計２１，７２０㎡、合計３２，６７８㎡です。調査委員は鳥

集委員です。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、調査内容の報告

をお願い致します。 

（邊木園委員）はい、７番邊木園です。調査報告を致します。１月１７日の１８時から１９時ま

で調査を行いました。１７日、日曜日に現地を調査致しましてこのコロナ禍なので電話

で確認を行いました。申請地は議案書の９ページの航空写真をご覧ください。場所は西

麓で１，２８４㎡、農地１筆です。譲受人は農業用機械としてトラクター、軽トラ、脱

穀機、管理機等を所有され、また、この土地の隣にご自分の田んぼを持っておられてそ

の購入される田んぼの道がなかったり、水の循環が悪かったそうで、この土地を所有さ

れることで今度購入される土地が便利になるという事をお聞きしました。農作業は家族

１名で経営され、従事日数も満たされています。地域経営体への集積等の取組にも連携
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を取っておられ、地域の話し合い活動に参加し協力するなど特に問題無いと判断致しま

した。報告致します。 

（議長）はい、ありがとうございました。続きまして、第２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４ページの第５３号第２項の調査報告を行います。

１月２２日金曜日、現地調査を実施致しました。譲渡人、譲受人には１月２４日、日曜

日１０時３０分頃電話にて双方に確認を行いました。申請地は、議案書の１０ページか

ら１３ページの航空写真をご覧ください。場所は蒲牟田区の農地１６筆です。譲受人は

農業用機械としてトラクター、タイヤローダー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おります。地域経営体への集積等の取組にも連携

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）議長、補足説明をさせて下さい。（はい、事務局長）事務局の方から補足説明を致

します。まず、９ページをご覧頂きたいと思います。この申請地のところに○○○○さ

んとございますが、耕作者の名前が載っておりまして今回の所有権移転申請にあたって、

合意解約をされております。今回買われる○○○○さんが耕作をされるというふうにな

っております。まだこの図面上、○○○○さんが耕作をすることになっておりますが、

合意解約がされておりますので申し上げたいと思います。あともう一つ、○○○○さん

の件でございます。この方ですね、○○○○さんは以前、農業系の高校で講師をされて

おりまして農業等の技術を大変持っていらっしゃる方でございまして、今般学校を辞め

られて就農をするという事でございます。お兄さんの○○○○さん、それからお父さん

の○○○○さん３人で農業を頑張っていくと。農業経営体としましてはお米、それから

牛もいるという事で。牛が２２頭ほどいるという事で、お兄さんとお父さんと３人で協

力しながら農業をやっていきたいというふうにされているという事のようです。あと、

１３ページ、航空写真の１６番をご覧頂きたいのですが、上から見ると白っぽい建物の

ようなものが見えると思います。牛の運動場の日除けみたいなものが建ってございます。

容易に撤去出来るものではございますが、撤去するか又はこの部分だけ２００㎡以内の

届け出で用途変更等出来ますのでそういった指導を今後併せてやっていきたいと考え

ております。以上でございます。 

（議長）ご意見ございませんか。 

（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。これより採決します。議案第

５３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５３号第１項及び第２項については、申請どおり許可するこ

とに決定を致しました。 
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（議長）次に、議案第５４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、事務局長）議案書の１５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。ご説明申し上げます。第１項、○○○○

氏の申請案件で、畑１筆、１３１㎡、住宅地への通路を目的とした転用申請です。都市

計画区域外、農用地区域外の第２種農地です。当該地は、昭和５８年頃から住宅地への

通路として使用されており、今般追認での申請がなされたものです。なお、申請にあた

って事実申立書が添付されております。第２項、○○○○氏の申請案件で、畑２筆、計

２，７３２㎡、牛舎、堆肥舎建設を目的とした転用申請です。都市計画区域外、農用地

区域内、農業用施設用地です。なお、当該申請地は議案書２１ページの配置図にもあり

ますように都城市と接しており、都城市に申請される転用面積を合計すると計画面積は

６，３４３㎡になります。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。以上でございます。 

（議長）本件につきましては、第２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

告を岡元委員長にお願い致します。 

（岡元委員長）４番、岡元が報告致します。議案５４号の第１項から２項の現地調査を１月２０

日水曜日に大迫委員、石山委員、事務局の小久保隆佳さんと行いました。では１項目か

ら報告致します。転用目的は通路です。昭和５８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１６ページと１７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す。

続いて、第２項の報告を行います。転用目的は牛舎、堆肥舎、機械倉庫です。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。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の無いものと判断致します。これで報告を終わります。 

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

（大迫委員）はい。（はい、大迫委員）１２番大迫です。随行して特に問題無いと判断しており

ます。 

（石山委員）１１番、石山です。随行して問題無いと判断致しました。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。何かご意見はございませんか。 

（加藤委員）すみません。５番加藤です。（はい、加藤委員）今回のこの案件については都城と

高原ということで行政区分をまたがっていますけど、同時期、例えば今月都城の方にも

申請があがった。参考までに教えてください。 

（事務局長）議長、事務局長。（はい、事務局長）お答え致します。この案件は同じ敷地内で斜

めにするような形で都城市と高原町に境界になっております。確認しましたところ都城

市の農業委員会にも今月の総会で議案としてあげるという事で確認致しております。法

務局の管轄も違いますので、うちの農業委員会で転用が許可されればうちの分は小林の



5 

 

法務局で、都城の分は都城市の法務局に転用申請をされると。同じ計画ですけど二つに

分けてやるという事でございます。以上でございます。 

（議長）他にございませんか。２１ページの図面と同じものを付けておりますけども、これは議

案審議の時に排水計画はどうなっているのかということで、付けていただいたところで

す。 

（事務局長）議長、事務局長。（はい、事務局長）補足して説明をさせて頂きます。添付資料を

ご覧頂きたいと思いますが、このような大規模な転用関係で心配されるのが雨水排水関

係でございます。地下浸透ももちろんございますが、既設の側溝の方に流して処理をす

るという事のようでございます。あと補足してですが畜舎を建てられますが規模として

は、親牛を５０頭程度、子牛を３０から４０くらい増やしていく考えがあるという事で

そういう大きな計画を持ってらっしゃるという事でございます。以上でございます。 

（議長）他に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たいと思います。これより採決致し

ます。議案第５４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５４号第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。（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９件です。まず、第１項から第８項までご説明致します。第１項、譲受人○

○○○氏、譲渡人永峯フミエ氏の申請案件で、田１筆、２，５５０㎡、対価総額５０万

円です。岡元委員、酒匂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、田１筆、１，０５８㎡、対価総額１５万円です。入木

委員、西村委員のあっせんを受けております。第３項、譲受人○○○○氏、譲渡人○○

○○氏の申請案件で、畑１筆、１，９２３㎡、対価総額３０万円です。入木委員、西村

委員のあっせんを受けております。第４項、譲受人○○○○氏、譲渡人○○○○氏の申

請案件で畑１筆、５，０５５㎡、対価総額２５万円です。入木委員、西村委員のあっせ

んを受けております。第５項、譲受人○○○○氏、譲渡人○○○○氏の申請案件で、畑

１筆、１，００３㎡、対価総額１０万円です。入木委員、西村委員のあっせんを受けて

おります。第６項、譲受人○○○○氏、譲渡人○○○○氏の申請案件で、畑１筆、５７

３㎡、対価総額７万円です。入木委員、西村委員のあっせんを受けております。第７項、

譲受人○○○○氏、譲渡人○○○○氏の申請案件で、畑２筆、計２，６５３㎡、対価総

額２０万円です。入木委員、西村委員のあっせんを受けております。第８項、譲受人○

○○○、譲渡人○○○○氏の申請案件で、畑４筆、計１７，０９４㎡、対価総額４０４

万円です。機構特例事業による農地の買い戻しでございます。以上については、農業経
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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、これより第１項から第８項までの審議に入ります。

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８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８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９項について説明と審議を

お願いしたいと思いますが、邊木園委員が「農業委員会に関する法律第３１条の議事参

与の制限」に該当しますので一時退席の方をお願い致します。 

（邊木園委員退席） 

（議長）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）議案第５５号「農業経営基盤強化促進法第１

８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９項についてご説明致します。議案書は２７ページをご覧ください。譲受人○○○○

氏、譲渡人○○○○氏の申請案件で畑１筆、２，０５７㎡、対価総額３０万円です。山

元会長、石山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。ご意見はございません

か。 

（議長）よろしいですか。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９項について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９項は、申請どおり許可することに決定を致しま

した。 

（邊木園委員着席） 

（議長）邊木園委員にお伝えを致します。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３８ページをご覧ください。今回の

申請件数は、５件です。第１項、借受人○○○○氏、貸渡人○○○○氏の申請案件で、
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田２筆、計４，２８８㎡、賃借料は年総額１４万円、賃貸借期間は令和３年４月１日か

ら令和８年３月３１日までの５年間の新規設定です。第２項、借受人○○○○氏、貸渡

人○○○○氏の申請案件で、田１筆、２，０４１㎡、賃借料は年総額２万円、賃貸借期

間は令和３年２月１日から令和１３年１月３１日までの１０年間の再設定です。相続人

全員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、

田１筆７６１㎡の使用貸借です。使用貸借期間は令和３年２月１日から令和８年１月３

１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、田４筆、計７，７６５㎡の賃貸借で賃料は年総額７万７千６５０円、賃貸借

期間は、令和３年３月１日から令和１３年２月２８日までの１０年間の新規設定です。

第５項、○○○○氏、貸渡人○○○○氏の申請案件で、畑１筆、１，０７８㎡の賃貸借

で賃料は年総額３千円、賃貸借期間は令和３年３月１日から令和１２年３月３１日まで

の９年１ヶ月の新規設定です。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）事務局長の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５項までの審議に入ります。ご意見はございませんか。 

（議長）よろしいですか。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

集積計画の利用権設定について意見を求める。」第１項から第５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「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５項までに

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、１月の農業委員会定例総会を閉会致します。 

（小久保係長）皆さん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。 


