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令和３年３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３月２９日（月）午前９時５０分から午前１１時４０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 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   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６３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６４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６５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６６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６７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６８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   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。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。総会前でございますが議案の修正についてお知らせをしたい

と思います。先ずですね、議案書６３号、３ページです。議案第６３号 農地法第３条

の規定による買受適格証明願について意見を求める。となっておりますが、所有権移転

について、が正解でございます。買受適格証明願について、を所有権移転について、に



2 

 

修正をお願いしたいと思います。あともう一つ、議案６８号でございます。厚い冊子で

す。こちらの方が議案第６８号 非農地証明願について意見を求める。となっておりま

すが、非農地判定について意見を求める。でございます。修正をお願いしたいと思いま

す。申し訳ございません。あともう一件でございます。議案書の修正でございます。議

案書６ページ、○○○○さんから○○○○さんへの所有権移転、整理番号２番でござい

ます。一番上の西麓代五郎○○○○、畑、３，９２７㎡、この１筆だけが取下げをされ

ております。議案の修正をお願いしたいと思います。その為、７ページの農地の合計に

ついては田５筆、３，６０２㎡となりますので併せて修正をお願いしたいと思います。

畑だけが取消でございますのでよろしくお願いします。それと、事務局から重ねてお知

らせとお願いがございます。少し堅いお話になるのですが、農業委員会等に関する法律

がございまして、そちらの方で農業委員会の運営等をしておりますが、その中で農業委

員の秘密保持義務として第１４条に、委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならな

い。その職を退いた後も、同様とする。とあり、農地利用最適化推進委員の秘密保持義

務としまして、第２４条に推進委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。そ

の職を退いた後も、同様とする。と両委員共に秘密保持義務の規定がございます。これ

は秘密を漏らしてはいけませんよと、農業委員さんとか推進委員さんを辞めてからも知

りえた秘密を漏らしてはいけませんよという内容のものでございます。総会の内容につ

きましては、議事録を作成致しまして町のホームページで公開しておりますが、個人情

報保護の観点から「誰が誰にどこを売ったのか」等の内容は記さないこととするなどの

配慮を致しております。よその事例でございますが、委員さんと地元の農家の方との日

常的な世間話の中で農地の売買情報や価格等の個人情報が漏れたことが原因で大きな

問題となっている様な事があるようでございます。委員の皆さんにおかれましては、総

会や日頃の活動を通じての秘密保持義務についてもう一度ご確認と認識をお願いした

いという事でございます。世間話の中でこういう様な話が出ると思いますけど、秘密保

持が義務付けられているんだよという事はご認識をお願いしたいと重ねてお願いする

ところでございます。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

６３号から議案第６８号までの議案４８件です。ご審議方よろしくお願い致します。４

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。４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、３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。 
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（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したいと思います。

尚、本日の書記は事務局の小久保係長にお願いを致します。 

（議長）次に議案第６３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条による所有権移転申請件数は５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４筆、畑５筆、計１４，１１６㎡です。

調査委員は佐藤委員です。第２項、譲受人○○○○氏 譲渡人○○○○氏によるいとこ

間の贈与で、田５筆、計３，６０２㎡です。調査委員は、鳥集委員です。第３項、譲受

人○○○○氏 譲渡人○○○○氏による売買で、田１筆１，３５５㎡、売買価格は総額

２４７，９３２円です。調査委員は佐藤委員です。第４項、譲受人○○○○氏 譲渡人

○○○○氏による売買で、畑３筆、計１０，６４８㎡、売買価格は１０ａあたり２５０，

０００円です。調査委員は山元会長です。第５項、譲受人○○○○氏 譲渡人○○○○

氏による売買で、畑１筆、４，５７１㎡、売買価格は総額３００，０００円です。担当

委員は石崎代理です。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。第１項及び第３項については、佐藤委員に調査をお願いしておりますので、調査内

容の報告をお願いします。 

（佐藤委員）はい。（佐藤委員）１５番佐藤です。第６３号第１項の件について報告します。３

月２７日、現地調査を実施しました。１６時から譲渡人、譲受人の自宅を訪問して双方

に確認を行いました。申請地は議案書の１０ページから１１ページをご覧ください。場

所は広原の農地９筆です。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

されていました。農作業は家族２名で経営され、従事日数も満たされています。地域の

話し合い活動にも参加して協力するなど特に問題無いと判断致しました。以上です。 

（議長）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、内容の報告をお願い致

します。 

（鳥集委員）はい。（鳥集委員）１８番鳥集です。議案３月分６頁の第６３号第２項の調査報告

を行います。３月２３日火曜日、現地調査を実施しました。譲渡人と譲受人には３月２

４日水曜日１５時頃から双方の自宅を訪問して確認を行いました。申請地は議案書の１

３ページの航空写真をご覧下さい。場所は蒲牟田区の農地５筆です。譲受人は、農業用

機械としてトラクター３台、コンバイン１台、田植機２台、軽トラック１台を所有され

ています。農作業は家族２名で経営し従事日数も満たしています。現在親牛１１頭、子

牛８頭を飼育されています。地域経営体への集積等の取組にも連携を取り、地域の活動

に参加し協力もされ、現在土地改良区の理事長もされています。以上のことを考慮し、

特に問題は無いと判断致しました。以上です。 

（議長）続きまして第３項です。 
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（佐藤委員）はい。（佐藤委員）１５番佐藤です。第６３号第３項の件について報告します。３

月２７日土曜日、現地調査を実施しました。１６時３０分から譲渡人、譲受人に電話し

て双方に確認しました。申請地は議案書の１４ページの航空写真をご覧下さい。場所は

広原の農地１筆です。譲受人は農業用機械としてトラクター、田植機等を所有されてい

ました。農作業は家族２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。それでは第４項の説明をさせて頂きたいと思います。８ペー

ジをお願い致します。３月の２６日に現地調査をしたんですけれども、午前１０時に譲

受人の○○○○さんの会社の方にお伺いをして、話を伺いました。又、譲渡人の○○○

○さんはお仕事で出ておられますので夕方６時半にお伺いして話を伺っております。○

○○○さんについては最終処分場ですね。１５ページの航空写真を見ていただきたいん

ですけども、①②③とある上の方に最終処分場があってそこの管理者をしておられる方

です。この譲受人の方はいわば新規就農みたいな形になります。現在畑も田んぼも何も

持っていない状況なんですけども、今後農業もやってみたいという事で。農業用機械も

今のところは持っていないんですけどもトラクター等はリースをして耕作をしたいと

いう事を言っておられました。それからこの地区については畑かんの受益地区ですので

農作物を作る以外は何もできないという事、この最終処分場の施設関係、駐車場関係と

かそういったのを作る心配も無いというふうに判断をしております。芋とか色々作りた

いと。今現在小菜園みたいなのを作ったりしておられるんですけど、先ずは土づくりの

方をしっかりやって出荷できるような形をとっていきたいというお話でありました。土

地改良区というかですね、そういったものもまだ今のところは無いので、そういった畑

かんの水を使った地域の営農関係の話し合いとか参加をしていきたいという事であり

ましたので、特に問題は今のところは無いんじゃないかというふうに判断をしました。

以上です。 

（議長）続いて、第５項については石崎委員に調査をお願いしておりますので、よろしくお願い

します。 

（石崎代理）報告を申し上げたいと思います。調査年月日が令和３年３月２２日午前１１時から

１２時の間、譲受人の方にお伺いを致しました。譲手の方は昼間はお仕事があるという

事でした。この方には明くる日午前中に電話連絡をしました。議案第６３号第５項の現

地調査をしたところでございますが、先程申し上げました通り３月２２日午前１１時か

ら譲受人宅を訪問し聞き取り並びに現地確認調査を行いました。申請地は議案書の１６

ページの航空写真をご参照して頂きたいと思います。場所は川井田医院の前から中平、

湯之元農免道路を湯之元中平方面へ約８００ｍ位進んだ地点の左側に、蒲牟田新地橋方

面に通じる町道を２０ｍ位進んだ左側に位置し、大字蒲牟田字落敷の農地１筆です。農

地は長年休耕の為部分的に竹、雑木、雑草が繁茂し隣接地との境界が確認しにくかった

為譲渡人に整備してもらうよう依頼しました。譲受人は農業用機械としてトラクター、

動力噴霧器、モアー、管理機等所有されておりまして、農作業は家族２名で経営されて
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おられ、従事日数も満たされております。地域経営体の集積等の取組にも連携を取って

おられまして、地域の話し合い活動に協力する等、特に問題は無いと判断をしたところ

でありました。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。ご意見はございませんか。 

（議長）ここで暫時休憩をしたいと思います。 

（議長）では休憩前に引き続き、審議に入りたいと思います。他にご意見はございませんか。 

（議長）暫時休憩に入ります。 

（議長）休憩前に引き続き、審議に入ります。他にご質問ありませんか。 

（議長）よろしいですか。それではこれをもって審議を終わります。これより採決をしたいと思

います。議案第６３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、第２項、第３項、そして第５項に賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

（議長）第４項を除いて第５項までは全員賛成ですので、決定致しました。では第４項について

賛成の方の挙手をお願いしたいと思います。 

（６名挙手） 

（議長）７名中６名という事で過半数を超えておりますので、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６４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。 

（事務局長）議長、事務局長。（はい、事務局長）議案書の１８ページをご覧ください。今回の

農地法第３条による賃貸借権及び使用貸借権設定の申請件数は１件です。ご説明致しま

す。第１項、借受人○○○○氏と貸渡人○○○○氏による賃貸借です。田３筆、計３，

２９３㎡、賃借料は１０ａあたり２万円です。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）議案第６４号第１項につきましては、邊木園委員に調査をお願いしておりますので内容

の報告をお願いします。 

（邊木園委員）はい。７番、邊木園です。調査を行いました。３月２２日、１３時より譲渡人の

○○○○さんのお宅に伺ったり、電話したりしたんですけど中々居らっしゃらずに、先

ず譲受人の○○○○さんの方に電話で確認をしました。○○○○さんは農作業は家族３

名で従事されており、農業用機具としてトラクターや田植機他、軽トラックを持ってお

られて地域への参加もされており何ら問題も無いと思いました。○○○○さんとも電話

でありましたけど、連絡が取れまして間違いないという事でした。以上、報告致します。 

（議長）ありがとうございました。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。何かご意見はございませんか。 

（真方委員）はい。（真方委員）１７番、真方です。反当り２万円となっておりますけど、ここ

はパイプラインとか近代的な田んぼになっているのかなと思いまして。いかがでしょう
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か。形状とかちょっと悪かったりして、結構賃借料とか高い設定だなと思って。お互い

の話し合いで決まることですけども、条件的にどうなんだろうと思いまして。 

（邊木園委員）はい。パイプラインとか良いところではないんですけども、○○○○さんの田ん

ぼが隣接してましてそういう面で農作業もしやすかったりっていうのと、ここの地区は

親戚が隣同士だったりで、最初別の方が作っていらっしゃったんですけど体を壊されて、

それで誰か作ってくれないやろうかというような話がありまして、○○○○さんが受け

られたみたいです。お金に関してはなんとも言えなかったので、そういう事です。 

（事務局長）はい。（事務局長）今邊木園委員の仰った通りでございます。隣に自分の作ってい

る田んぼがあるという事で。後、賃借料については２万円という事で若干高いかなとい

う気はするんですけども、隣に田んぼを持ってらっしゃるとそういった利便性もあると

いう事で○○○○さんがそれで納得されたと、頑張ろうという事だろうと思っておりま

す。以上でございます。 

（議長）他にございませんか。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

り採決したいと思います。議案第６４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６４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６５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。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）議案書の２１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１件です。ご説明申し上げます。第１項、○○○○

氏の申請案件で、畑４筆、２，５５１㎡、牛舎・堆肥舎を目的とした転用申請です。申

請地のうち○○○○、○○○○、○○○○は都市計画区域外、農用地区域内、農業用施

設用地、○○○○番については農用地区域外の第２種農地です。当該地は、昭和５０年

頃、平成２年頃、平成７年頃に牛舎・堆肥舎を建設しましたが、転用許可がされていな

いことが判明し、今般追認での申請がなされたものです。尚、申請にあたっては事実申

立書が添付されております。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、内容の報告を

加藤委員長にお願い致します。 

（加藤委員）はい、５番加藤がご報告致します。現地調査を行っております。３月の２２日、１

３時半から１４時にかけまして事務局の小久保主査並びに坂元委員、私の３名で現地を

確認しております。現地につきましては２２ページの航空写真をご覧下さい。現地は高

塚の農免道路、広原駅の近くなんですけどここから西に約１㎞程入った横にある案件で

ございます。申請案件は４筆になってますが、転用目的は牛舎と堆肥舎となっておりま

す。追認の事案なんですが、事務局から説明があったように昭和５０年、平成２年、平

成７年にかけて次々に自宅の後ろの方に増築を重ねていったという状況になっており
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ます。説明がありましたように、３筆は農業振興地域内で農用地区域となっておりまし

て、もう１筆が第２種農地という事でございます。畜舎を増築していった周りは畑とい

う事で、民家は手前にありますけど特に問題は無いという事で許可相当というふうに判

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。何かご意見はございませんか。 

（坂元委員）はい。（坂元委員）１３番、坂元です。同行いたしまして現地調査を行いましたが、

今報告がありました様に問題は無いというふうに思いました。以上です。 

（議長）ありがとうございます。他にご意見はございませんか。 

（議長）よろしいですか。それではこれをもって審議を終わります。これより採決致します。議

案第６５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

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６５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６６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２６ページをご覧ください。今回の

申請件数は６件です。まず、第１項から第５項についてご説明致します。第１項、譲受

人○○○○氏 譲渡人○○○○氏の申請案件で、畑１筆、３，４９６㎡、対価総額６９

９，２００円です。佐藤委員、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、畑１筆、２，３４６㎡、対価総額４６万

円です。佐藤委員、酒匂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、田１筆、１，７５３㎡、対価総額４２万円です。佐藤

委員、酒匂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２筆、計２，２５７㎡、対価総額２０万円です。尚、備考にも

ありますようにこの２筆は、現在ほ場整備中のため、○○○○ 畑 １，８７０㎡ の

一時利用指定がされております。郡山委員、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、田１筆、１，９５８㎡、対

価総額２０万円です。大迫委員、真方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）これより審議に入ります。ご意見はございませんか。 

（郡山委員）すみません。（郡山委員）郡山です。５番の○○○○さん９０歳とあるんですけど、

後継者か何か居らっしゃるんですかね。 

（事務局長）はい、議長。（事務局長）お答え致します。○○○○さん中平の方で私と同じ区で

ございまして、後継者の方は居らっしゃらないんですが親戚の方がたまに加勢に来られ
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るという事でございまして。よく存じ上げておるんですが９０歳とは思えないくらい大

変元気な方で牛養いに生きがいを感じてるという様な方でございまして、本当元気でご

ざいます。認定調査委員ともちょっと話をしたんですが、９０歳とは思えないくらいま

だバリバリやられているという事でございまして、今回田んぼを買われますけども、ま

だ頑張るんだなと地元でもビックリされている所もあるようです。年齢は９０歳でござ

いますが頑張っていらっしゃるという事で、認定農家としてもバリバリやられていると

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。 

（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６６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５項に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６６号の第１項から第５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６６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６項について説明と審議を

お願いをしたいんですけれども、岡元委員が「農業委員会に関する法律第３１条の議事

参与の制限」に該当致しますので退席をお願い致します。 

（岡元委員退室） 

（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。（事務局長）議案第６６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６項

についてご説明致します。議案書は２８ページをご覧ください。譲受人○○○○氏 譲

渡人○○○○氏の申請案件で田３筆、計２，１３５㎡、対価総額１１万円です。酒匂委

員、佐藤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たいと思います。何かご意見

はございませんか。 

（酒匂委員）はい。（酒匂委員）あっせん委員として参加した酒匂です。単価の問題なんですが、

現況が川沿いの雑種地と隣接しておりまして、非常に条件が悪く半分竹とか木があった

もんですから、単価のところで何か質問があるようなら、そういう説明は利用者ともに

了解をされておりましたので、順当だと思いまして経過を出しております。以上でござ

います。 

（議長）ありがとうございました。他に何かご質問はございませんか。 

（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。これより採決を致します。

議案第６６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６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６６号の第６項は申請通り許可する事に決定を致しました。 

（岡元委員入室） 

（議長）それでは岡元委員にお伝えしたいと思います。議案第６６号の第６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６７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

説明をお願いします。 

（事務局長）議長、事務局長。（事務局長）議案書は３６ページをご覧ください。今回の申請件

数は、３４件です。第１項、借受人○○○○氏 貸渡人○○○○氏の申請案件で、田２

筆、計６，１６５㎡、賃借料は年総額玄米３０㎏１２俵の現物払い、賃貸借期間は令和

３年４月１日から令和１３年３月３１日までの１０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２筆、計２，７１９㎡、賃借料は年

総額２万６千円、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３項、借受人○○○○氏 貸渡人○○○○氏の申請案件で、田２筆、

畑３筆、計９，２６２㎡、の賃貸借で、賃借料は年総額５万円、賃貸借期間は令和３年

３月３１日から令和８年３月３０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５筆、計７，０２５㎡の賃貸借で年総額籾

２５㎏１２袋の現物払い、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。相続人全員の同意を得ています。第５項から第８項までは、

借受人は○○○○氏でございます。第５項、貸渡人○○○○氏の申請案件で、畑１筆、

３，８０６㎡の賃貸借で賃料は年総額１万円、賃貸借期間は令和３年３月３１日から令

和８年３月３０日までの５年間の新規設定です。第６項、貸渡人○○○○氏の申請案件

で畑４筆、計７，１３８㎡の賃貸借で賃料は年総額１万５千円、賃貸借期間は令和３年

３月３１日から令和８年３月３０日までの５年間の新規設定です。第７項、貸渡人○○

○○氏の申請案件で、畑９筆、計１５，６２９㎡、賃料は年総額６万円です。賃貸借期

間は令和３年３月３１日から令和４年３月３０日までの１年間の新規設定です。第８項、

貸渡人○○○○氏の申請案件で、畑５筆、計９，４６７㎡、賃料は年総額２万円、賃貸

借期間は令和３年３月３１日から令和８年３月３０日までの５年間の新規設定です。第

９項、借受人○○○○氏 貸渡人○○○○氏の申請案件で、田１筆、２，４１４㎡、賃

料は年総額２万４千円です。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。相続過半の同意を得ています。第１０項、借受人○○○○

氏 貸渡人○○○○氏の申請案件で、田１筆、３，２５２㎡、賃料は年総額玄米３０㎏、

６俵の現物払いです。賃借期間は、令和３年５月１日から令和８年４月３０日の５年間

の再設定です。第１１項、借受人○○○○氏 貸渡人○○○○氏の申請案件で、田１筆、

３，４１８㎡、賃料は年総額玄米５俵の現物払いです。賃借期間は、令和３年５月１日

から令和８年４月３０日の５年間の再設定です。第１２項及び第１３項は、借受人は○

○○○氏です。第１２項、貸渡人○○○○氏の申請案件で、田４筆、計４，０９４㎡、
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賃料は年総額４万円です。賃借期間は、令和３年７月１日から令和８年６月３０日の５

年間の再設定です。第１３項、貸渡人○○○○氏の申請案件で、田１筆、２，９０５㎡、

賃料は年総額２万９千円です。賃借期間は、令和３年５月１日から令和８年４月３０日

の５年間の再設定です。第１４項、借受人○○○○氏 貸渡人○○○○氏の申請案件で、

畑２筆、６，５３１㎡、賃料は年総額１万円です。賃借期間は、令和３年４月１日から

令和８年３月３１日の５年間の再設定です。相続過半の同意を得ています。第１５項か

ら第２０項までは、借受人は○○○○氏で使用貸借期間は、令和３年３月３１日から令

和８年３月３０日までの５年間の新規設定です。第１５項、貸渡人○○○○氏の申請案

件で、畑１筆、１，０７２㎡の使用貸借です。第１６項、貸渡人○○○○氏の申請案件

で、畑５筆、計６，８７３㎡の使用貸借です。第１７項、貸渡人○○○○氏の申請案件

で、畑１筆、１，６００㎡の使用貸借です。第１８項、貸渡人○○○○氏の申請案件で、

畑１筆、１，１８５㎡の使用貸借です。第１９項、貸渡人○○○○氏の申請案件で、畑

２筆、計３，９５３㎡の使用貸借です。第２０項、貸渡人○○○○氏の申請案件で、畑

１筆、２１６㎡の使用貸借です。第２１項、借受人○○○○氏 貸渡人○○○○氏の申

請案件で、畑１筆、２４０㎡の使用貸借です。使用貸借期間は、令和３年６月１日から

令和８年５月３１日までの５年間の再設定です。相続過半の同意を得ています。整理番

号２２項から３４項までは借受人は、農地中間管理事業による公益社団法人 宮崎県農

業振興公社 理事長 梅原裕二氏の申請案件で、貸借期間は令和３年５月１日から令和

１３年４月３０日までの１０年間です。第２２項、貸渡人○○○○氏の申請案件で、畑

１筆、２，１６４㎡、賃料は年総額１０，８２０円です。第２３項、貸渡人○○○○氏

の申請案件で、畑１筆、９５６㎡、賃料は年総額５，０００円です。相続過半の同意を

得ています。第２４項、貸渡人○○○○氏の申請案件で、田１筆、１，６０４㎡、賃料

は年総額３万円です。第２５項、貸渡人○○○○氏の申請案件で、田６筆、計１０，０

７１㎡の使用貸借です。第２６項、貸渡人○○○○氏の申請案件で、田２筆、計３，２

８２㎡の使用貸借です。第２７項、貸渡人○○○○氏の申請案件で、田１筆、２，１０

１㎡の使用貸借です。第２８項、貸渡人○○○○氏の申請案件で、田２筆、計３，３９

０㎡の使用貸借です。第２９項、貸渡人○○○○氏の申請案件で、田５筆、１２，８６

０㎡の使用貸借です。第３０項、貸渡人○○○○氏の申請案件で、田４筆、９，００４

㎡の使用貸借です。第３１項、貸渡人○○○○氏の申請案件で、田２筆、計８，０８４

㎡の使用貸借です。第３２項、貸渡人○○○○氏の申請案件で、田１筆、５，８１０㎡

の使用貸借です。第３３項、貸渡人○○○○氏の申請案件で、畑３筆、計７，７２４㎡

の使用貸借です。第３４項、貸渡人○○○○氏の申請案件で、田３筆、計５，９１７㎡

の使用貸借です。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）説明が終わりましたので、議案第６７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３４

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）すみません。（真方委員）１７番、真方です。２５項からの農業振興公社との使用



11 

 

貸借についてですけど、本格的に農業をされている方々ばかりなんですけど何か分かれ

ば説明をお願い致します。 

（事務局長）はい。（事務局長）お答え致します。ここが確かほ場整備関係で、農地中間管理事

業を通じての設定の率を上げる事によってほ場率が高くなるもんですから。その関係で

農地中間管理事業で使用貸借をして、事業をまとめていこうという事でこのような形に

なっております。又、使用貸借ですので自分に返ってくるという事もありますし、やり

くりして他の人に借りるという場合も出てまいりますが、ほ場整備関係でこのような形

になっております。以上でございます。 

（議長）ちょっと補足をさせて頂きますと、中間管理事業というのが貸し手と借り手の関係でそ

こが決まればですね、中間管理機構を通じての貸し借りをすると。なぜそういう形にす

るのかといったら、農地の集積を将来計っていくという意味合いで一回中間管理機構を

通じての貸し借りをしていて、ここに載ってるまだ６１歳とかバリバリ農業をやられる

方も含めて一回中間管理機構に出して、また中間管理機構が借りるというような形を取

っているという事です。ほ場整備関係で中間管理事業になると地元産というのが無くな

る、無くなるというか昔は反当り何十万円とか色々工事をするのにかかったんですけど、

それがかからないと。その中間管理事業を行う事によってそこのほ場整備とかそういっ

た事業が負担無しである程度できるという事で中間管理機構を通じての貸し借りでそ

の事業を推進していくという意味合いでこれをしているところだと思います。事業その

もの自体が中間管理事業の集積を目的としますので、５年後にはこの中で大々的に面積

を増やしたいとか飛び地になってるそういう方たちを、シャッフルみたいな形で同じ横

の畑とか田んぼを借りるようにして、他の人は今までその方が借りてた所を他の人につ

けた形で借りるような形で中間管理機構を通じて集積を計っていくという目的を持っ

ております。その為に集積しやすいように、今ほ場整備事業とかそういったものをその

事業を通じてすれば優遇措置、負担関係とか。今まで歪だったのが四角い形で耕作しや

すいような状況にしていくと、そういう事が出来るように現在なっております。中間管

理事業の説明については追々勉強会などをやっていきたいというふうに思いますので

宜しくお願い致します。よろしいですか。 

（真方委員）ちょっといいですか。（真方委員）早い話がその農業振興公社の方が一回全部集め

て、作りやすいようにその場所場所によってその人達に、自分の土地というようなのじ

ゃなくて近くの人に貸し出すような、そんな形になるんですかね。作りやすいような形

にするんですかね。 

（議長）そうですね。飛び地で所有している部分を、相対で交換しながらではなくて中間管理機

構を通じて貸し借りしとけば、隣を次他のところは他の人につけて、隣の他の人の分を

自分が耕作するところにすると。それが相対ではなくて中間管理機構を通じてすれば、

手続き的な面も含めて簡素化されるという事があります。集積が目的でこの中間管理事

業というものがありますので、その辺を理解していただきたいと思います。 

（事務局長）中間管理事業についてはまた勉強会を改めてしたいと思います。よろしくお願いし

ます。 
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（議長）他にご意見はございませんか。 

（岡元委員）中間管理事業を通せば借地料とかは。 

（議長）まず基本的に中間管理事業を通じてやる分については、貸し借りがある程度決まってい

て、話し合いが済んでいてその借り手がいると。いくらくらいで借り手がいると。中間

管理事業を通じるという事は振込先が一ヶ所で済むんですよね。だから何筆も他のとこ

ろを借りていて一人ひとりにお金を持って行くんではなくて、中間管理機構宛に引き落

としだからそのまま向こうにいって、向こうから今度は貸している人のところには口座

にお金が入ると。借り手にとっては中間管理事業を取り入れていると一ヶ所で支払いが

済むというような利点があります。 

（議長）他に何かございませんか。 

（議長）よろしいですか。これを以て審議を終わります。これより採決を致します。議案第６７

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３４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、承認をされました。 

（議長）次に、議案第６８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。まず事務局長の方から説明を受けて、そして暫時休憩をして熟読

をしていただきたいというふうに思います。 

（議長）先に暫時休憩を致します。 

（議長）休憩前に引き続き審議に入りたいと思います。 

（事務局長）議長、事務局長。（事務局長）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、５３筆、３７，９２２㎡、畑、１１０筆、７６，５９５㎡、

計１６３筆、１１４，５１７㎡でございます。いずれも各委員さん方が農地パトロール

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

も現地調査を行い、現況、周囲の農地への影響、各種補助事業との関連等を総合的に検

討し、また所有者、管理をされている方には文書を発送して今後の耕作等についても意

思確認を行い、今回非農地として取り扱うことが妥当であろうと事務局では判断した農

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べき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。お気付きの点

等ありましたらお願いしたいと思います。以上でございます。 

（議長）事務局長の説明が終わりましたけれども、会が始まる前に熟読をしていただきました。

まだ読み足りないという方が居れば暫時休憩してその間に熟読をしていただきたいと

思います。 

（議長）それでは休憩前に戻りましてこれより審議に入ります。 

（郡山委員）６番、郡山です。（郡山委員）捲りまして気になった点が２８９ページ、２９０ペ

ージ、２９１ページ、２９２ページですけど、場所的に２つがつながっておりますけ
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ど双方が不可となっておりますけど、両隣の人が作ったりとか、非農地にした場合は

隣近所に迷惑にならないように藪を払ったりしなくちゃいけないと思うんですけど。

現場を見てないからどういう状況か分からないんですけど、場所的には良い場所では

ないかと思うんですけど。 

（事務局長）議長、事務局長。（事務局長）お答え致します。まず２８９ページ、２９０ページ、

２９１ページ、２９２ページなんですが、勿論判定Ｂとなっておりまして耕作がかなり

の年月されていない状況でございまして。現地を見ていただくと分かるんですけれども、

小さいのり面みたいなところをあちこちしていかないといけないという事でございま

して。耕作をしていただくように相談もされましたし、うちの方も相談をしてみたんで

すが、今のところ耕作をする方がいらっしゃらないという事でございまして、非農地判

定の候補としてうちの方は挙げたところでございます。日照条件等も大変良い所ですの

で、何とか農地として残しておきたいところではありますが耕作者が今のところ見つか

らないという事もありまして今回挙げたところでございます。小久保係長、現場を見て

何かあれば補足を。 

（小久保係長）補足ですが今局長からもございました通り、見た感じは航空写真でいい感じなん

ですけど道路等が若干狭いところもございます。そういったところで、耕作するには通

行不可というかたちになってますので中々面積も狭く、○○○○はですね５畝程度しか

ないという事で、のり面的な畦道的な所を行くような感じで条件が悪いというところで

今回ご提案をさせて頂いたところでございます。以上です。 

（議長）２９０ページは四角で形が良いんですけどこれはもう。 

（郡山委員）非農地になったら隣に迷惑がかからないように草払いとかしないといけないのでし

ょう。 

（事務局長）そうですね。草払いとかそういったのは勿論していただくようにお願いしたいと思

います。只、機械を入れて耕作をするのは難しいかなと。 

（真方委員）議長、すみません。（はい、真方委員）１７番、真方です。さっきのインターチェ

ンジ近くの一見よさそうな土地ということですけど、これを非農地の設定をして資産の

地目を変更するんでしょうけど、そういった場合にどういった変更になるんでしょうか。 

（事務局長）議長、事務局長。（事務局長）お答え致します。まず、農業委員会の農家台帳から

農地としておとします。後、各個人に非農地になりましたという事で通知を申し上げま

す。その通知をもって法務局の方で現況に合わせて、例えば原野とか山林とかそういっ

たふうな形で地目変更をしていただくという事になろうかと思います。地目変更につい

てはそんなに難しい話ではありませんので、相談があれば登記関係もあわせてご指導す

ることもできますし、後、代書屋さんとかに頼まれる方もいらっしゃると思います。以

上でございます。 

（真方委員）こういった非農地になった場合、畑の場合の税金の値段と、農地を外した場合の税

金の値段というのはどんな感じですか。 

（議長）議長。（事務局長）お答え致します。地目変更をしたことで法務局で登記までされれば

当然固定資産係の方に通知がいきますので、畑の課税標準額から山林とか原野の課税標
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準額になりますので固定資産税としては若干下がると思います。只、面積が１０００㎡

とかそれくらいだと、こんなに下がったんだという位までは下がらないと思います。課

税標準額がそんなに変わりませんので。農地の方が単価的には安いですが、毎年毎年税

金はちょっとずつ上がりますのでそんなに変わらないのかなと感じはしております。以

上でございます。 

（真方委員）非農地になった場合、この辺り形も悪いし段々周りに影響してくるのではないかな

と思うんですけど、税金が下がったりするとうちも、うちもとなる様な事は心配されま

せんか。 

（事務局長）議長。（事務局長）一つのところが非農地判定をして耕作をしない、もう既に耕作

をしてない状況が何年も続いているんですがそういった所が広がっていくという心配

はしております。可能な限り耕作をして頂きたいというふうには私たちの方も指導等を

していく考えではございます。以上でございます。 

（議長）よろしいですか。 

（邊木園委員）はい。（邊木園委員）すみません。何も知らないので教えてください。こうやっ

て非農地になった場合には何をしてもいいんですか。建物を建てたりとか、クヌギを植

えたりとかそういうのは可能なんですか。 

（事務局長）議長。（事務局長）所謂非農地ですので、基本的に農地法とか農振法とか縛りは無

くなりますが、例えばここに勝手に家を作っていいのかというとそうではならないです。

当然家を作るなら水道がきてないとか、建築基準法の関係とかそういった様々な縛りも

ありますし、ここに大きな木を植えて周りの農地に支障が出たり、葉っぱが落ちてとか

そういうふうになることは避けてもらわないといかんという事で、何でもかんでもいい

よという話にはならないという事でございます。只、ところによっては既に杉とかクヌ

ギとかなんじゃかんじゃ植えてあるところも相当数ございまして、そういうところが困

ったなというところではありますが、ご心配されるように何でも作ってもいい、植えて

もいいという話にはならないという事です。 

（議長）他にございませんか。 

（事務局長）補足です。因みにですね、例えば非農地になりましたと。ところが隣の人が『そん

な事なら私が作ろうかい』と。竹やぶとかなってるけど切って、一括して作ろうかと言

われた時には農地で作ってもらうのは全然問題ありません。地目変更しなければ畑は畑

で残っていると思いますので、耕作をしていただくのは問題はありませんけども今の時

点では非農地として農業委員会では取り扱いますよと、台帳からはおとしますよと。ま

た耕作を始められれば農家台帳に登載しますよと、農地として取り扱いますよという事

になります。以上です。 

（議長）他にございませんか。 

（真方委員）すみません。（真方委員）賃貸借とかそういった農地法にふれる部分のやつは除外

して自分たちで勝手に貸し借りが出来るってこともできるんですか。このインター近く

なんかは条件もいいですから隣の人が借りようとする場合に別に農地法にふれて使用

権を設定するとかそういうのは必要なくなるんですか。 
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（事務局長）議長、事務局長。（事務局長）農地として使用される場合は当然農地法の縛りが出

てくるという話になります。農家台帳からおとしますけど現況が畑とか田んぼとか農地

であって隣の人が一緒に作ろうかいというふうになれば当然農地法の縛りが出てきま

すので、ちゃんと農業委員会なりを通じてやってくださいよというご相談は差し上げる

と思います。以上でございます。 

（議長）よろしいですか。 

（議長）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６

８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）全員賛成ですので、議案第６８号「非農地判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、３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」。お座り下さい。お疲れ様でした。 


