第７回 定例農業委員会総会議事録
１．開催日時

平成２９年７月２８日（金）

午前９時３０分から午前１０時４０分

２．開催場所

都農町役場本館会議室

３．出席委員

１番 土工 武徳 ２番 森川 真由美 ３番 丸小野 美佐子 ４番 三輪 篤志
５番 黒木 照男 ６番 山口 安彦 ７番 河野 通廣 ８番 増崎 公敬
９番 黒木 博 10 番 黒木 満 11 番 黒木 定雄 12 番 江藤 芳浩
13 番 黒木 直子 14 番 河野 良一 15 番 塩月 傳三 16 番 江藤 美智也

４．欠席委員

なし

５．議事日程
（１）会長あいさつ
（２）議事録署名委員の指名
（３）会期の決定
（４）諸報告
（５）議事
議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について
議案第２号 農地法第３条の規定による買受適格証明願いについて
議案第３号 農地法第５条の規定による許可の取り消しについて
議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請について
議案第５号 農用地利用集積計画（所有権設定）の決定について
議案第６号 農用地利用集積計画（利用権設定）の決定について
６．その他
農用地利用配分計画の認可について（報告）
農地パトロール報告（３班）
農地利用状況調査について
７．農業委員会事務局職員
事 務 局 長 野津手 道信
事務局長補佐 辰 野 藤 徳
農 政 係 長 吉川理 恵
８．会議の概要
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１．開会
○局長

○議長

ご起立ください。
ただ今から、第７回定例農業委員会総会を開会いたします。
一同礼。
それでは、改めましておはようございます。新制度に移行してからの初め
ての総会ということでございますけれども全員出席ということで、初めての
方は分からない部分もあるかと思いますけれども、それぞれ勉強しながらき
てもらいたいというふうに思っております。稲刈りも始まりまして大変暑い
日が続いておりますけども、都農町でも熱中症ということで事故が起きたと
いう事案も発生しておりますけれども、体調管理には十分注意をしていただ
きたいというふうに思いますが、本日は議案に対しましては慎重に審議のほ
うをよろしくお願いを申し上げまして、簡単ですけど挨拶といたします。

２． 議事録署名
それでは、
「議事録署名委員の指名」を行います。
委員の指名
都農町農業委員会会議規則第１３条の規定により議長から指名させていた
○議長
だくことに異議ありませんか。
（異議なし）
異議なしということで、本日の議事録署名委員を２番委員と３番委員にお
願いいたします。
なお、本日の書記は事務局の辰野補佐と吉川係長の両職員にお願いをいた
します。
３．会期の決定
○議長

次に「会期の決定」ですが、本日１日限りで異議ございませんか。
（異議なし）
異議なしということで、会期は本日１日限りと決定といたします。

４．諸報告
○議長

それでは「諸報告」を行います。
（省略）
以上で「諸報告」を終わります。

５．議事
○議長

それでは、
「議事」に入ります。
議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について、別紙のとおり
農地法第３条の規定による許可申請の許可を求めます。ということで挙がっ
ております。
じゃ、事務局お願いいたします。
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○局長

※整理番号１(受付番号２９）の議案書を局長が朗読。
【申 請 者】譲受人：■■■■（■■）
譲渡人：■■■■（■■）
【移動区分】売買
【経営状況】家族：3 人 労働力：2 人 経営面積：0 ㎡
【土地表示】字：■■■ 地番：■■■■番■ 地目：畑 面積：5,286 ㎡

○議長

新規就農者ということでございますが、担当委員からの説明をお願いいた
します。

○１２番委員

あの、先日ですね。利用者と面会することはできなかったのですが、電話
で一応聞き取りをしました。その中で話して、譲渡人であります■■さんの
ほうからはですね。そのような形で進んでおりますということで、■■さん
との間にですね。そういう形でお話はうかがいました。それで、あの、先ほ
ど事務局から説明がありましたように、将来のいわゆる申請についての将来
の考えという中においてですね。ちょっと私が聞いた部分と若干、若干と言
いますか、違うというのはですね。一応アボカドというのが入ってますが、
一応このアボカドにつきましては、なんかちょっとやっぱりこう栽培上未知
数でちょっと不確定な要素があるということで、本人からは聞いておりま
す。それと現在は、バイトもなんかちょっと違うと■■■■じゃないという
ような話も聞いておりますので、それは多分就農のためにブルーベリーの勉
強に行ってらっしゃるのかな、というふうに考えております。以上です。よ
ろしいでしょうか。

○議長

担当委員から終わりました。事務局から補足がありましたらお願いいたし
ます。

○事務局

■■さんにおかれましては■■のほうから来られたということなんですけ
ど、この農地の横に家がありまして、家と後ろに購入するということで、あ
の、耕作条件としては家も近くてですね。まあ、いいことかな。と、思って
おります。あの、農地を取得する条件としてはですね。農地法第３条第２項
の許可要件は満たしていると思われます。以上です。

○議長

はい。担当委員と事務局からの補足が終わりました。記載されていますア
ボカドにつきましてはちょっと未定の部分もあるというようなことですけ
ど、本当に難しい、あまり普通の人では見らないかな、と思いますけど。皆
さん方から意見がありましたらお願いいたします。
(質疑なし)
ありませんか。新規就農者ということですが。
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無いようでしたら採決いたします。
採決につきましては挙手でお願いいたしますけれども、これは農業委員さ
んだけの挙手ということになりますので、ご理解をお願いいたします。
同意される方の挙手をお願いいたします。
(全員挙手)
全員ですので許可といたします。
それでは整理番号２・３（受付番号３０・３１）は受人が同じですので一
括でお願いいたします。
○局長

※整理番号２・３の議案書を局長が朗読。
・整理番号２
【申 請 者】譲受人：■■■■（■■）
譲渡人：■■■■（■■）
【移動区分】贈与
【経営状況】家族：3 人 労働力：3 人 経営面積：10,197 ㎡
【土地表示】字：■■■ 地番：■■■■番■ 外 2 筆 地目：畑
総面積：2,442 ㎡
・整理番号３
【申 請 者】譲受人：■■■■（■■）
譲渡人：■■■■（■■）
【移動区分】贈与
【経営状況】家族：3 人 労働力：3 人 経営面積：10,197 ㎡
【土地表示】字：■■■ 地番：■■■■番■ 外 4 筆 地目：田畑
総面積：7,755 ㎡

○議長

事務局から終わりました。担当委員からの説明をお願いいたします。

○５番委員

あの、■■■■さんと■■さんはご夫婦でございまして、その息子が■■
君でございまして、親から子へ贈与ということでございますが、あの、■■
君は■■■■卒業後に農業を今までやってこられて、おおかた２０年という
ことでございました。■■家の跡取りということでございますので、なんら
問題もないと思いますので、皆さんの意見を。以上です。

○議長

担当委員から終わりました。事務局からの補足がありましたらお願いいた
します。

○事務局

はい。担当委員のほうから報告がありましたように、同じ家族内での親子
間の贈与ということです。農地法第３条第２項各号に該当しませんので要件
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を満たしていると思われます。以上です。
○議長

親から子への贈与というようなことでございます。
意見がありましたらお願いいたします。
(質疑なし)
ありませんか。無いようでしたら採決いたします。
同意される方の挙手をお願いいたします。
(全員挙手)
全員ですので許可といたします。
以上、議案第１号は全件許可といたします。
それでは、議案第２号 農地法第３条の規定による買受適格証明願につい
て、別紙のとおり農地法第３条の規定による買受適格証明願の決定を求めま
す。ということで挙がっております。
付帯といたしまして、買受適格証明書の交付を受けたものが、最高買受申
出人、又は、次順位買受申出人となり、当該第３条許可申請書を提出した場
合においては、農業委員会会長が当該証明書交付時と事情が異なっていると
認めるときを除き許可して差し支えないものとする。ということで挙がって
おります。
事務局、受付番号１番からお願いいたします。

○局長

※受付番号１の議案書を局長が朗読。
【申 請 者】譲受人：■■■■（■■）
【経営状況】家族：4 人 労働力：4 人 経営面積：51,983 ㎡
【土地表示】字：■■■ 地番：■■■■番 外 1 筆 地目：田畑
総面積：1,828 ㎡
【申請理由】規模拡大

○議長

事務局から終わりましたけれども、補足がありましたらお願いいたしま
す。

○事務局

■■■■さんは、認定農業者の資格を持っている方で、特に問題ないと思
われます。

○議長

買受適格につきましては問題ないと思われるというようなことでございま
すけれども、皆さん方から意見がありましたらお願いいたします。
(質疑なし)
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ありませんか。無いようでしたら採決いたします。
同意される方の挙手をお願いいたします。
(全員挙手)
全員ですので決定といたします。
それでは２番の方をお願いいたしますが、あの、■■■■委員が兄弟にな
りますけども同居の家族またはということでなっておりますので、同居では
ありませんので、離席の必要はありません。
じゃ、事務局お願いいたします。
○局長

※受付番号２の議案書を局長が朗読。
【申 請 者】譲受人：■■■■（■■）
【経営状況】家族：4 人 労働力：4 人 経営面積：30,869 ㎡
【土地表示】字：■■■ 地番：■■■■番 地目：田 面積：948 ㎡
【申請理由】規模拡大

○議長

事務局、補足がありましたらお願いいたします。

○事務局

■■■■さんについても認定農業者で施設、飼料、米などを作っている農
家ですので問題ないと思われます。以上です。

○議長

認定農家で問題はないと思われるというようなことでございますが、この
土地につきましては後でもでてきますが、かぶってしまったというようなこ
とです。
意見がありましたらお願いいたします。
(質疑なし)
ありませんか。無いようでしたら採決いたします。
同意される方の挙手をお願いいたします。
(全員挙手)
全員ですので決定といたします。
それでは受付番号３番をお願いいたします。

○局長

※受付番号３の議案書を局長が朗読。
【申 請 者】譲受人：■■■■（■■）
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【経営状況】家族：3 人 労働力：3 人 経営面積：5,553 ㎡
【土地表示】字：■■■ 地番：■■■■番■ 外 3 筆 地目：田畑
総面積：3,627 ㎡
【申請理由】規模拡大
○議長

事務局から終わりました。補足がありましたらお願いいたします。

○事務局

■■さんは、■■に住所はあるんですが、現在、■■でお勤めをされてい
まして、お父さん、お母さんについても農業をされています。■■でも農業
をされているということで、耕作証明を添付しております。■■のほうで
は、ＷＣＳなどをやっておりまして、農機具についてもトラクター、耕運
機、マルチを一台ずつ。軽トラ２台あるということで申請がなされておりま
す。

○議長

通作の時間につきましては１時間かかるということでございますが、意見
がありましたらお願いいたします。

○５番委員

ちょっといいですか。この５反５畝はどこにありますか。

○事務局

■■に。

○５番委員

■■にあるんですね。

○議長

はい。町外の方ですけれども、こういうことで買受したいというようなこ
とで挙がっております。
意見がありましたらお願いいたします。
(質疑なし)
ありませんか。無いようでしたら採決いたします。
同意される方の挙手をお願いいたします。
(全員挙手)
全員ですので決定といたします。
それでは受付番号４番をお願いいたします。

○事務局

※受付番号４の議案書を局長が朗読。
【申 請 者】譲受人：■■■■（■■）
【経営状況】家族：3 人 労働力：3 人 経営面積：42,994 ㎡
【土地表示】字：■■■ 地番：■■■■番■ 外 4 筆 地目：田畑
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総面積：5,294 ㎡
【申請理由】規模拡大
○議長

事務局、補足がありましたらお願いいたします。

○事務局

■■■■さんも認定農業者の資格を取られております。家族のお父さん、
お母さんも農業をされている状況です。農地の取得については問題ないと思
われます。

○議長

事務局の補足がおわりました。認定農家で両親と経営してるというような
ことでございます。意見がありましたらお願いいたします。
(質疑なし)
ありませんか。無いようでしたら採決いたします。
同意される方の挙手をお願いいたします。
(全員挙手)
全員ですので決定といたします。
それでは受付番号５番をお願いいたします。

○局長

※受付番号５の議案書を局長が朗読。
【申 請 者】譲受人：■■■■（■■）
【経営状況】家族：4 人 労働力：4 人 経営面積：2,916 ㎡
【土地表示】字：■■■ 地番：■■■■番■ 外 12 筆 地目：田畑
総面積：8,849 ㎡
【申請理由】規模拡大

○議長

はい。説明が終わりました。補足がありましたらお願いいたします。

○事務局

はい。申請人の■■■■さんは、会社員兼農業ということで、兼業農家と
してやられております。農業については、お父さん、お母さんも従事されて
おります。■■さんと奥さんも従事するということで申請が挙がっておりま
す。農地法では、下限面積というのがあるんですけど、現在 2,916 ㎡です
が、申請してある農地が取得できれば５反を越えるということです。そのほ
かの要件についても、農地法第３条の許可要件は満たすと思われます。以上
です。

○議長

はい。事務局から補足が終わりました。都農の方というようなことです
が、意見がありましたらお願いいたします。
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(質疑なし)
ありませんか。
じゃ、同意される方の挙手をお願いいたします。
(全員挙手)
全員ですので決定といたします。
以上、議案第２号は買受適格証明願は全件決定ということで決定をいたし
ました。
では、議案第３号 農地法第５条の規定による許可の取り消しについて、
別紙のとおり農地法第５条の規定による許可の取り消しの承認を求めます。
ということで挙がっております。
事務局お願いいたします。
○局長

※整理番号１の議案書を局長が朗読。
【申 請 者】譲受人：■■■■（■■）
譲渡人：■■■■（■■）
【移動区分】売買
【土地表示】字：■■■ 地番：■■■■番■ 外 4 筆
総面積：1,583 ㎡
【転用目的】アパート建設

○議長
○事務局

事務局、補足をお願いいたします。
申請地は、平成１０年５月２２日にアパート建設で許可になってます。そ
れから次に、平成１１年１０月に事業計画変更の承認がでて、一部、住宅が
建っていますが、取り消しについては、住宅の建った部分を除いて、許可が
取り消されるということになります。
別に１枚紙で配った分をご覧いただきたいと思うんですけど、黒で囲んで
ある分がこの平成１０年５月に許可をした場所になります。この場所でアパ
ート建設を行うということだったんですけど、一番上の■■■■-■で個人
住宅と書いてありますが、こちらについて住宅を建てるということで、これ
が平成１１年に事業計画変更した部分であります。次の議案の関連で今回申
請のところがでてきますが、この状態が現在平成１０年に許可を受けたまま
になっております。アパート建設はやらないのでここの部分を全て許可を取
り消す。一回、事業計画変更をやってるんですけど、事業計画変更をやっ
て、個人住宅建設以外の農地について、特に何をするというのが記載はして
なかったので、残り全て許可を取り消して今回５条申請を新たにするという
ことで許可取消を出しております。以上です。
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○議長

ちょっと分かりにくい案件ですけども、以前に許可をもらったのを取り消
して、その４号でまた別件がでてくるというようなことです。
今の説明は議案第４号の２番と関連がありますので合わせてお願いいたし
ます。
それでは再度また戻っていただきまして、この許可の取消について承認も
らって次の４号に入ります。分かりづらい案件ですけども取り消して、再度
申請するというようなことです。取消の承認を求めますということで、取
消。皆さん方意見が無いようですがよろしいですか。
（はい。
）
無いようでしたら取消ということで、同意される方の挙手をお願いいたし
ます。
(全員挙手)
全員ですので承認といたします。
改めまして議案第４号に入ります。
農地法第５条の規定による許可申請について 別紙のとおり農地法第５条
の規定による許可申請の承認を求めます。ということで挙がっております。
では、整理番号１(受付番号１５）からお願いいたします。

○局長

※整理番号１の議案書を局長が朗読。
【申 請 者】譲受人：■■■■ （■■）
譲渡人：■■■■ （■■）
【移動区分】贈与
【土地表示】字：■■■ 地番：■■■■番■ 地目：畑 面積：64 ㎡
【転用目的】一般個人住宅（追認）
【施設概要】倉庫・ブロック塀の一部

○議長
○４番委員

○議長

事務局から終わりました。では担当委員からの説明をお願いいたします。
■■■■さんのほうから話は聞いてるんですが、■■さんは■■さんの奥
さんが兄弟というようなことになります。そんな関係でですね。■■さんが
転居されたときに、誤って隣の土地までブロックがはみ出していたというの
が今になって分かってきた。ということでございます。それであの隣の畑
を、今、売買の交渉中で調査したらこういうことが分かったということでご
ざいまして、よろしくということでございました。以上でございます。
担当委員から終わりましたけれども、事務局は補足がありましたらお願い
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いたします。
○事務局

今回は追認という形になりますが、農地区分といたしましては、農業公共
投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地で第２種と判断してお
ります。以上です。

○議長

はい。補足が終わりましたけれども意見がありましたらお願いいたしま
す。
（質疑なし）
ありませんか。無いようでしたら採決いたします。
同意される方の挙手をお願いいたします。
(全員挙手)
全員ですので承認といたします。
それでは改めまして整理番号２（受付番号１６）をお願いいたします。

○局長

※整理番号２の議案書を局長が朗読。
【申 請 者】譲受人：■■■■ （■■）
譲渡人：■■■■ （■■）
【移動区分】売買
【土地表示】字：■■■ 地番：■■■■番■ 地目：畑 面積：322 ㎡
【転用目的】一般個人住宅
【施設概要】住宅 85 ㎡

○議長

事務局から終わりました。担当委員からの説明をお願いいたします。

○６番委員

■■さんに電話で聞き取りをいたしました。資金も構えてますし、それか
ら許可下り次第、■■建設にすぐ建ててもらうように手配はしてあるという
ことですので着工がすぐできると思いますのでよろしく皆さんのご審議のほ
どお願い申し上げます。

○議長

担当委員から終わりました。事務局から補足がありましたらお願いいたし
ます。

○事務局

先ほど取消があった農地の案件になります。■■■■さんと■■さんがア
パート建設のため５条の許可を出していた場所で、それを取り消して今回、
申請するというものであります。立地場所については、都市計画区域内の第
２種住居専用地域という場所になり、第３種農地に該当します。住宅を建て
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るには問題ない場所と思われます。事業計画、資金計画等も要件を満たすと
認められます。以上です。
○議長

事務局からの補足が終わりましたが、意見がありましたらお願いいたしま
す。
（質疑なし）
ありませんか。無いようでしたら採決いたします。
承認とすることに同意される方の挙手をお願いいたします。
(全員挙手)
全員ですので承認といたします。
それでは次は関連がありますので整理番号３～６（受付番号１７）を一括
でお願いいたします。

○局長

※整理番号３～６の議案書を局長が朗読。
・整理番号３
【申 請 者】譲受人：■■■■ （■■）
譲渡人：■■■■ （■■）
【移動区分】売買
【土地表示】字：■■■ 地番：■■■■番■ 地目：畑
面積：1,635 ㎡
【転用目的】貯木場
【施設概要】貯木場 22,078 ㎡
・整理番号４
【申 請 者】譲受人：■■■■ （■■）
譲渡人：■■■■ （■■）
【移動区分】売買
【土地表示】字：■■■ 地番：■■■■番■ 地目：畑
面積：1,190 ㎡
【転用目的】貯木場
【施設概要】貯木場 22,078 ㎡
・整理番号５
【申 請 者】譲受人：■■■■ （■■）
譲渡人：■■■■ （■■）
【移動区分】売買
【土地表示】字：■■■ 地番：■■■■番■ 地目：畑 面積：181 ㎡
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【転用目的】貯木場
【施設概要】貯木場 22,078 ㎡
・整理番号６
【申 請 者】譲受人：■■■■ （■■）
譲渡人：■■■■ （■■）
【移動区分】売買
【土地表示】字：■■■ 地番：■■■■番■ 地目：畑 面積：984 ㎡
【転用目的】貯木場
【施設概要】貯木場 22,078 ㎡
○議長

事務局から終わりました。では、担当委員からの説明をお願いいたしま
す。

○５番委員

■■■■、■■にできておる発電所でございまして昨日責任者と話をした
んですが、とにかく貯木場がないということで、早速造りたいということで
ございました。なぜならば、■■にあるガソリンスタンドの前の貯木場に積
み上げられていますが、あそこを確か町が今年の７月末には、町が買い受け
たということでございまして、あそこを１１月末までには、移動させてほし
いということでございまして、急遽整理して置場をあちらに持って行くとい
うことでございました。あの、一つ言えるには、今、■■■■さんに積み上
げられているところも移動してほしいということでなかなか簡単にはいかな
いので、この場所、２町２反ですかね。早く造って置場を替えたいというこ
とでございました。以上です。

○議長

担当委員から終わりました。事務局から補足がありましたらお願いいたし
ます。

○事務局

はい。この申請地の農地については４筆あります。3,990 ㎡になりまし
て、県の諮問会議に掛ける案件であります。事業内容につきましては、貯木
場ということですけど、農地周辺の山林を一体として貯木場として使うとい
うことになっております。この農地については、いわゆる１種農地と３種農
地が混在する場所にはなるのですが、事業総面積の３分の１、22,078 ㎡の
３分の１以内であれば、このような転用は認められる要件としてありますの
で、県が今後現場に来て確認はすると思いますが、要件は満たしていると思
われます。以上です。

○議長

以上、担当委員と事務局の補足が終わりましたけれども、貯木場として利
用するというようなことで、事務局から補足がありましたように 3000 ㎡を
超える案件につきましては、農業会議の諮問会議に掛かるというような案件
でございます。
意見がありましたらお願いいたします。
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○６番委員

私も農地委員会で行ったんですけど、今地積図を見てみると上の部分の三
角の小さいところに申請では■■■■-■は、■■■■-■はですね。隠れて
いるけど、どこにあるのかな。この■■■■-■だけが残ってしまうような
かんじなんですけど。■の所在はどこにあんのかなと。例えば、２９ページ
のところに■と■が同じ１筆で書かれてますけど、その境の線が入ってない
し、３１ページを見たら■と■が同じようなかんじになるんですけどこれが
ちょっとはっきりしてないのでどうかなと思って。

○局長

道路ですね。

○事務局

そうです。

○局長

■だけでしたっけ。

○６番委員

■は行方不明では。

○４番委員

■が道路敷きになっている。

○議長

■がこう黒線のようなかんじがするね。

○４番委員

道路になっています。

○６番委員

この、細長い部分。

○局長

町道部分かなと思うんですけど。

○６番委員

町道部分ですか。

○局長

はい。道がおかしいですけどね。■■■■-■はちょっとわかりません
が。道路と思うんですけどね。

○６番委員

と、いうことにしましょう。

○議長

分かりづらいですね。

○６番委員

分かりづらいですね。たぶんこの三角を書いてあるその下の細長い部分で
すね。たぶんね。

○局長

町道敷きです。

○６番委員

はい。分かりました。
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○４番委員

いいですか。質問。

○議長

はい。

○４番委員

この今の申請地がとびとびでございますけど、その真ん中もこれ貯木場で
現在、申請が宅地かなんかですかね。

○６番委員

山林。

○４番委員

山林ですか。それじゃ、山林はいいわけですね。

○６番委員

申請はいらん。

○４番委員

その山林の端にある農地をこの中に入れると。

○局長

３１ページを見てもらうと分かり易いかもしれないですね。

○４番委員

ああ、これ、３１ページな。

○局長

囲んであります。名前入り。

○４番委員

そういう意味ですね。

○５番委員

結局、農業委員会で審査すっとは農地だけじゃから。

○４番委員

農地だけの部分を今日は今、案件挙がったということですね。

○議長

さっき、何番委員でしたかね。

○１１番委員

ええと、ちょっと教えてもらうといいんですけど、この５条が通ったら、
この貯木場は、地目はなんになるんですか。

○局長

雑種地でしょうかね。

○１１番委員

住宅とかであれば宅地。なんになるのかなあと思って。分かりました。

○６番委員

■■■■敷地と一緒で雑種地やね。

○議長

こうして図面で見るとですね。農地であるわけです。現場は荒れた状態で
ありませんけども、あんまりきれいに耕作をしているようなとこではないで
すね。１筆３１ページの■■■■-■ですかね。そこはまあまあ耕作されて
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いましたけれども。
○局長

雑種地と思われるので、登記はまたしっかりそこはまた登記官が判断をさ
れると。

○１１番委員

いや、どうなるのかなあと思って。

○局長

雑種地ですね。

○１１番委員

はい。分かりました。

○議長

他にはありませんか。
無いようでしたら採決いたします。

○１２番委員

ちょっといいですかね。
あの、雑種地、いわゆる今度の場合は山林と農地がついている中におい
て、まあ、農地の部分だけですよね。で、例えばこれが雑種地になってきた
時に今後また雑種地から違う形でやると言った時には、やっぱりこの農業委
員会のほうを通るような形になるのですか。雑種地から例えば宅地とかとい
うふうになった時には。ここだけの話をしているのではないのですけど。全
体的な流れの中で、例えば、いわゆる雑種地として今、登記が済んでいると
ころ辺りとかに例えばその作業所であったりとか、宅地とか、建てたときに
はこれもやっぱり農業委員会の申請というのは当然必要になってくるわけで
すか。

○局長

いや、もう必要ない。

○１２番委員

雑種地の場合は、問題ないわけですね。

○局長

はい。農地から離れますので。

○議長

よろしいですか。

○１２番委員

はい。

○議長

他にはありませんか。
（質疑なし）
無いようでしたら３番から６番まで一括で同意される方の挙手をお願いい
たします。
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(全員挙手)
全員ですので承認といたします。
以上、議案第４号は全件承認といたします。
議案第５号 農用地利用集積計画(利用権設定)の決定について 農業経営
基盤強化促進法第１８条第１項の規定により別紙の農用地利用集積計画の決
定を求めます。ということで挙がっております。
１番から３番までは中間管理権の設定ということですので一括でお願いい
たします。
○事務局
○議長

所有権移転の５号です。すいません。間違っていました。
５号ですね。
はい。それでは、議案第５号 農用地利用集積計画(所有権設定)の決定に
ついて 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により別紙の農用地
利用集積計画の決定を求めます。ということで挙がっております。
では、事務局お願いいたします。
※整理番号１（受付番号１２）の議案書を局長が朗読。

○局長
【申 請 者】譲受人：■■■■ （■■）
譲渡人：■■■■ （■■）
【移動区分】売買
【土地表示】字：■■■ 地番：■■■■番■ 地目：畑 面積：2,389 ㎡
【利用目的】飼料作物
【売買価格】■■■■円
【支払方法】現金支払
【移転時期・支払期限・引渡時期】平成 29 年 8 月 8 日
○議長
○４番委員

○議長

これはあっせん委員からの報告をお願いいたします。
７月６日に私と■■さんとであっせんを行いました。内容は今事務局が説
明したとおりでございます。以上です。
あっせんの案件ですけど何か意見がありましたらお願いいたします。
（質疑なし）
無いようでしたら同意される方の挙手をお願いいたします。
(全員挙手)
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全員ですので決定といたします。
議案第６号 農用地利用集積計画（利用権設定）の決定について 農業経
営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により別紙の農用地利用集積計画の
決定を求めます。ということで挙がっております。
整理番号１（受付番号３２）から整理番号３（受付番号３４）までは中間
管理権の設定ということで、一括でお願いいたします。
○局長

※整理番号１から整理番号３の議案書を局長が朗読。
・整理番号 1
【申 請 者】借受人：公益社団法人 宮崎県農業振興公社（宮崎市）
貸渡人：■■■■（■■）
【移動区分】賃貸借
【土地表示】字：■■■ 地番：■■■■番■ 外 1 筆 地目：畑
総面積：6,145 ㎡
【利用目的】露地野菜
【始期～終期】平成 29 年 9 月 1 日～平成 39 年 8 月 31 日（10 年間）
・整理番号２
【申 請 者】借受人：公益社団法人 宮崎県農業振興公社（宮崎市）
貸渡人：■■■■（■■）
【移動区分】賃貸借
【土地表示】字：■■■ 地番：■■■■番 外 2 筆 地目：田
総面積：7,618 ㎡
【利用目的】飼料作物
【始期～終期】平成 29 年 9 月 1 日～平成 39 年 8 月 31 日（10 年間）
・整理番号３
【申 請 者】借受人：公益社団法人 宮崎県農業振興公社（宮崎市）
貸渡人：■■■■（■■）
【移動区分】賃貸借
【土地表示】字：■■■ 地番：■■■■番■ 外 1 筆 地目：畑
総面積：4,940 ㎡
【利用目的】露地野菜
【始期～終期】平成 29 年 9 月 1 日～平成 39 年 8 月 31 日（10 年間）

○議長

○２番委員

以上、整理番号１から３番まではそれぞれ担当委員のほうで現場の確認等
がされておると思いますけれども、意見がありましたらお願いいたします。
ありませんか。
すみません。確認です。
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３３番の１０ａあたりの金額ですけども、■■■■円。これは、あの、飼
料作物なのでそれで間違いなく。
○事務局

これも公社がもう配分計画にも書いてあるとおりだということでありま
す。

○２番委員

間違いなく。

○１２番委員

これ、農地中間管理機構のあれですかね。

○局長

そうです。中間管理権の設定です。

○２番委員

第３者に貸すと。

○局長

はい。

○１２番委員

そういう形ですね。

○局長

はい。公社が（案）の右のほうに。

○１２番委員

○議長

ということはその■■■■やらはブロッコリーとかそういうことですか
ね。野菜ですからね。
ブロッコリーですね。他にはありませんか。
（質疑なし）
それでは、無いようでしたら１番・２番・３番に関しまして同意される方
の挙手をお願いいたします。
(全員挙手)
全員ですので決定といたします。
それでは整理番号４（受付番号３５）をお願いいたします。

○局長

※整理番号４の議案書を局長が朗読。
【申 請 者】借受人：■■■■（■■）
貸渡人：■■■■（■■）
【移動区分】使用貸借
【土地表示】字：■■■ 地番：■■■■番■ 地目：畑
面積：1,509 ㎡
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【利用目的】露地野菜
【始期～終期】平成 29 年 8 月 1 日～平成 39 年 7 月 31 日（10 年間）
○議長

事務局から終わりました。担当委員からの説明をお願いいたします。

○６番委員

直に■■さんにお聞きしました。えっと、一応、親子ですので問題は無い
と思われますけれども、■■さんは普及協力員をされておりまして非常に優
秀な方ですので使用貸借を結んでも、以後、問題は何もないと思われます。
皆さん方のご審議の程、よろしくお願い申し上げます。

○議長

担当委員からの説明が終わりましたけれども、事務局、補足がありました
らお願いいたします。

○事務局

はい。これは、農業者年金関係で行うものでもあります。この一部分だけ
ですね。■■さんのお母さんからの相続があったということです。その部分
の使用貸借を結ぶものであります。以上です。

○議長

はい。担当委員と事務局からの補足が終わりましたけれども、意見があり
ましたらお願いいたします。
（質疑なし）
ありませんか。無いようでしたら採決いたします。
同意される方の挙手をお願いいたします。
(全員挙手)
全員ですので決定といたします。
以上、議案第６号は全件決定といたします。

○局長

それでは、その他の報告でありますが最後のページ、４５ページになりま
す。農地利用配分計画ということで。先ほど見ていただいた分は(案）なん
ですけど、これは第５回の５月３１日の定例総会で審議をいただいた分で
す。原案どおり、あの、決定ということになりましたので一応報告しておき
ます。以上です。

○議長

それではここで農地パトロールの報告をお願いいたします。

○９番委員

(内容省略)

○議長

ここで、暫時休憩といたします。
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(休憩 １０：１２～１０：２０）
それでは会議を再開いたします。
事務局から利用状況調査について。
○事務局

はい。
(利用状況調査の説明 内容省略)

○局長

これで本日の議案の審議並びに報告事項等すべて終了しました。
ご起立ください。
以上をもちまして第７回定例農業委員会総会を閉会いたします。
一同礼。

上記議事の経過ならびに結果を明確にするためこの議事録を作成し、議事録署名委員はこれに署
名押印した。
都農町農業委員会定例総会 議長

㊞

議事録署名委員

２番

㊞

議事録署名委員

３番

吉
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