令和３年第３回庄内町農業委員会総会議事録
１ 会議日程

令和３年３月 24 日（水）
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午前

９時 30 分

閉 会

午前
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２ 会議場所
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３ 出席委員の番号及び氏名（17 名）
１番 髙橋 聡
２番 秋葉 俊一
３番 齋藤 智幸
５番 五十嵐 晃
６番 斎藤 克行
７番 小野 隆
８番 長南 統
９番 日下部 崇喜
10 番 小林 ひろみ
11 番 遠田 雅弘
12 番 川井 利光
13 番 和島 孝輝
14 番 髙橋 義夫
15 番 佐藤 恒子
16 番 日向 弘明
17 番 佐藤 繁
18 番 若松 忠則
４ 欠席委員の番号及び氏名（１名）
４番 佐藤 優人
５ 議長の委員番号及び氏名
18 番 若松 忠則

（会長）

６ 説明及び議事録作成のため出席した者
事務局長

佐々木 平喜

主査兼農地農政係長

佐藤 良子

農地農政係主任

佐藤 一視

農業経営改善相談員

河村 清男

７ 会議に付した議案
報告第 ５号

農地法第３条の３第１項の規定による届出書の受理につ
いて
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（12 件）

報告第 ６号

農地法第 18 条第６項の規定による通知書の受理について

議案第 ６号

庄内町農業委員会職員の任免について

議案第 ７号

農地法第３条の規定による許可申請について

（７件）

議案第 ８号

農地法第４条の規定による許可申請について

（１件）

議案第 ９号

農地法第５条の規定による許可申請について

（１件）

議案第 10 号

庄内町農用地利用集積計画について（一般事業）

（14 件）

議案第 11 号

庄内町農用地利用集積計画について（農地中間管理事業） （224 件）

議案第 12 号
議案第 13 号
議案第 14 号

農地中間管理事業に関する農用地利用配分計画(案)につ
いて
別段の面積の設定について
庄内町農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関す
る指針」の変更について

（99 件）

（152 件）
（１件）
（１件）

◎開 会 （午前９時 30 分）
◎諸報告
議長

これより令和３年第３回庄内町農業委員会総会を開会いたします。
議事に入る前に、事務局長から諸般の報告をさせていただきます。

事務局長

本日の委員の出席状況について、報告いたします。本日は、４番 佐藤 優
人 委員 より欠席の報告を受けております。
次に、本日配布の資料について報告いたします。
「令和２年農地実勢賃借料情報・令和３年度庄内町農作業基準賃金表」
、
「農
委広報「風と大地」32 号」
、
「農業委員報酬第３期分明細書」
、
「農協広報（３
月号）
」
、
「行事報告書」
、
「行事予定書」です。
それでは、令和３年第２回総会後の行事経過について、配布資料に基づいて
説明いたします。資料をご覧ください。
（令和３年第２回総会後の行事経過について、配布資料に基づいて説明）
続いて、令和３年第３回総会後の行事予定について、配布資料に基づいて説
明いたします。資料をご覧ください。
（令和３年第３回総会後の行事予定について、配布資料に基づいて説明）

議長

諸般の報告が終わりました。質問のある方お願いします。
無いようですので諸般の報告を終わります。
ただ今の出席委員は 17 名です。定足数に達しておりますので、ただ今から
本日の会議を開きます。
◎議事録署名委員の選出

議長

最初に、議事録署名委員の選出ですが、慣例により私から指名させていただ
いてよろしいでしょうか。
（異議なしの声あり）
異議なしの声がございますので、私から議事録署名委員を指名させていただ
きます。２番 秋葉 俊一 委員、３番 齋藤 智幸 委員 両名に議事録署
名委員をお願いいたします。
なお、書記には、事務局長を指名いたします。
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◎報告
議長

報告第５号の上程、説明、質疑
報告第５号、農地法第３条の３第１項の規定による届出書の受理について、
を上程いたします。事務局長より報告の説明をお願いします。

事務局長

（報告第５号の資料に基づき、報告を朗読）
詳細につきましては、佐藤主査よりご説明申し上げます。

議長

佐藤主査。

佐藤主査
議長

（報告第５号の資料に基づき、内容を説明）
内容説明が終わりました。
これより、報告に対する質疑を行います。
無いようですので、報告第５号、農地法第３条の３第１項の規定による届出
書の受理について、を終わります。

◎報告
議長

報告第６号の上程、説明、質疑
報告第６号、農地法第 18 条第６項の規定による通知書の受理について、を上
程いたします。事務局長より報告の説明をお願いします。

事務局長

（報告第６号の資料に基づき、報告を朗読）
詳細につきましては、佐藤主査よりご説明申し上げます。

議長

佐藤主査。

佐藤主査
議長

（報告第６号の資料に基づき、内容を説明）
内容説明が終わりました。
これより、報告に対する質疑を行います。
ほかにございませんか。
無いようですので、報告第６号、農地法第 18 条第６項の規定による通知書
の受理について、を終わります。

◎議事
議長

議案第６号の上程、説明、質疑、採決
暫時、休憩いたします。
議案第６号は人事案件でございますので、事務局長を除く職員の方は退席を
お願いします。
それでは、議案書を配布します。

（暫時休憩）
（職員退席、事務局長が議案書を配付）
議長

再開いたします。
議案第６号、庄内町農業委員会職員の任免について、を議題といたします。
事務局長より、議案の説明をお願いします。

事務局長

（議案第６号の資料に基づき、内容を朗読）

議長

内容説明が終わりました。
人事案件でございますので、質疑を省略し採決したいが異議ありませんか。
（異議なしの声）
異議なしの声がございます。異議がないものと認め、採決いたします。
議案第６号、庄内町農業委員会職員の任免について、賛成の方は起立願いま
す。
（起立全員）
賛成全員により、議案のとおり決定しました。
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どうぞ、ご着席ください。
事務局長は、ただ今の結果を総務課長に報告のため、また職員の着席のため、
暫時、休憩いたします。
（暫時休憩）
（職員着席、事務局長が人事案件の結果を総務課長に報告）
◎議事
議長

議案第７号の上程、説明、質疑、採決
議案第７号、農地法第３条の規定による許可申請について、番号４を議題と
いたします。
議事参与の制限に該当する委員がおりますので、●番 ●●●● 委員は退
席願います。
暫時、休憩いたします。

（暫時休憩） （休憩中、●●●● 委員 退席）
事務局長

再開いたします。
事務局長より、議案の説明をお願いします。

事務局長

（議案第７号の資料に基づき、議案を朗読）
詳細につきましては、佐藤主任よりご説明申し上げます。

議長
佐藤主任
議長

佐藤主任。
（議案第７号の資料に基づき、番号４の内容を説明）
内容説明が終わりました。
本案は、事前に現地調査を行っておりますので、17 番 佐藤 繁 委員より、
現地調査報告をお願いします。

17 番 佐藤

17 番 佐藤です。
農地法第３条の規定による許可申請についての現地調査報告を行います。
農地法第３条の規定による、４番の使用貸借権設定の案件ですが、３月 23 日
に１番 髙橋 聡 委員と事務局の佐藤主任と私の３人で、現地調査を実施し
ました。
本案件は、農地として適正に管理されており、許可基準を満たしているもの
と認められます。ただし、委員各位におかれまして、指摘事項等補足すること
がございましたら、この場で発言をお願いしたいと思います。

議長

内容説明と現地調査報告が終わりました。
これより本案に対する質疑を行います。
無いようであれば、採決したいがいかがですか。
（異議なしの声）
異議なしの声がございます。異議がないものと認め、採決いたします。
議案第７号、農地法第３条の規定による許可申請について、番号４について
許可相当とすることに賛成の方、挙手願います。
（挙手全員）
賛成全員により、許可相当とすることに決定しました。
暫時、休憩いたします。

（暫時休憩） （休憩中、●●●● 委員 着席）
議長

再開いたします。
議案第７号、農地法第３条の規定による許可申請について、番号４を除く番
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号１から７までを議題といたします。
佐藤主任、説明をお願いします。
佐藤主任
議長

（議案第７号の資料に基づき、番号４を除く番号１から７の内容を説明）
内容説明が終わりました。
本案は、事前に現地調査を行っておりますので、17 番 佐藤 繁 委員より、
現地調査報告をお願いします。

17 番 佐藤

17 番 佐藤です。
農地法第３条の規定による許可申請についての現地調査報告を行います。
農地法第３条の規定による、番号４を除く番号１から７番の使用貸借権及び
賃貸借権設定の案件ですが、３月 23 日に１番 髙橋 聡 委員と事務局の佐藤
主任と私の３人で、現地調査を実施しました。
いずれの案件も農地として管理されており、許可基準を満たしているものと
認められます。ただし、委員各位におかれまして、指摘事項等補足することが
ございましたら、この場で発言をお願いしたいと思います。

議長

内容説明と現地調査報告が終わりました。
これより本案に対する質疑を行います。
無いようであれば、採決したいがいかがですか。
（異議なしの声）
異議なしの声がございます。異議がないものと認め、採決いたします。
議案第７号、農地法第３条の規定による許可申請について、番号４を除く１
から７番までについて許可相当とすることに賛成の方、挙手願います。
（挙手全員）
賛成全員により、許可相当とすることに決定しました。
◎議事

議長

議案第８号の上程、説明、質疑、採決
議案第８号、農地法第４条の規定による許可申請について、を議題といたし
ます。
議案第８号、に係る現況写真回覧のため、暫時、休憩いたします。

（暫時休憩） （休憩中、佐藤主任が現況写真を配布する。
）
議長

再開いたします。
事務局長より、議案の説明をお願いします。

事務局長

（議案第８号の資料に基づき、議案を朗読）
詳細につきましては、佐藤主任よりご説明申し上げます。

議長

佐藤主任。

佐藤主任

（議案第８号の資料に基づき、内容を説明）

議長

内容説明が終わりました。
本案は、事前に現地調査を行っておりますので、１番 髙橋 聡 委員より、
現地調査報告をお願いします。

１番 髙橋

１番 髙橋です。
農地法第４条第１項の規定による許可申請についての現地調査報告を行いま
す。
農地法第４条第１項の規定による駐車場の案件ですが、３月 23 日に 17 番 佐
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藤 繁 委員と事務局の佐藤主任と私の３人で、現地調査を実施しました。
本案件につきましては、申請人の自宅に隣接する農地に一部砂利を敷き、カー
ポートが設置されているものでその他は、冬季の雪捨て場と家庭菜園として利
用されています。北側が水路、南側が町道、西側が自宅、東側が宅地に面して
おり、農地に対する日照及び通風、農道等、営農条件に悪影響を与えないと思
われることから、転用に関し追認することに問題ないと判断してきましたので
報告いたします。
ご審議の程よろしくお願いします
議長

内容説明と現地調査報告が終わりました。
これより本案に対する質疑を行います。
暫時、休憩いたします。

（暫時休憩）
議長

再開いたします。
本案に対する質疑が無いようであれば、採決したいがいかがですか。
（異議なしの声）
異議なしの声がございます。異議がないものと認め、採決いたします。
議案第８号、農地法第４条の規定による許可申請について、許可相当とする
ことに賛成の方、挙手願います。
（挙手全員）
賛成全員により、許可相当とすることに決定しました。
◎議事

議長

議案第９号の上程、説明、質疑、採決
議案第９号、農地法第５条の規定による許可申請について、を議題といたし
ます。
議案第９号、に係る現況写真回覧のため、暫時、休憩いたします。

（暫時休憩） （休憩中、佐藤主任が現況写真を配布する。
）
議長

再開いたします。
事務局長より、議案の説明をお願いします。

事務局長

（議案第９号内の訂正（規程→規定）
、議案第９号の資料に基づき、議案を朗
読）
詳細につきましては、佐藤主任よりご説明申し上げます。

議長

佐藤主任。

佐藤主任

（議案第９号の資料に基づき、内容を説明）

議長

内容説明が終わりました。
本案は、事前に現地調査を行っておりますので、１番 髙橋 聡 委員より、
現地調査報告をお願いします。

１番 髙橋

１番 髙橋です。
農地法第５条の規定による許可申請についての現地調査報告を行います。
農地法第５条の規定による使用貸借権設定の案件ですが、３月 23 日に、17 番
佐藤 繁 委員と事務局の佐藤主任と私の３人で、現地調査を実施しました。
本案件については●●●の建築ですが、北側が町道、南側と西側が農地、東側
が農業用施設用地に面しています。隣接する農地に対する影響もないと思われ
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ますので、転用に関し問題ないと判断してきました。
なお、委員各位におかれまして、指摘事項等補足することがございましたら、
この場で発言をお願いしたいと思います。
議長

内容説明と現地調査報告が終わりました。
これより本案に対する質疑を行います。
佐藤主任。

佐藤主任

先程、資金及び信用の部分で所要資金について●●●万円のところを、●●
●万円と発言してしまいましたので、訂正してお詫びしたいと思います。資料
が間違っておりまして、正しくは、●●●万円でございます。

議長

暫時、休憩いたします。

（暫時休憩）
議長

再開いたします。
本案に対する質疑が無いようであれば、採決したいがいかがですか。
（異議なしの声）
異議なしの声がございます。異議がないものと認め、採決いたします。
議案第９号、農地法第５条の規定による許可申請について、許可相当とする
ことに賛成の方、挙手願います。
（挙手全員）
賛成全員により、許可相当とすることに決定しました。
◎議事

議長

議案第 10 号の上程、説明、質疑、採決
議案第 10 号、庄内町農用地利用集積計画について（一般事業）
、を議題とい
てします。
議事参与の制限に該当する委員がおりますので、●番 ●●●● 委員は退
席願います。
暫時、休憩いたします。

（暫時休憩） （休憩中、●●●● 委員 退席）
議長

再開いたします。
初めに、番号 11、12 について審議します。
事務局長より、議案の説明をお願いします。

事務局長

（議案第 10 号の資料に基づき、議案を朗読）
詳細につきましては、佐藤主査よりご説明申し上げます。

議長

佐藤主査。

佐藤主査

（議案第 10 号の資料に基づき、番号 11、12 の内容を説明）

議長

内容説明が終わりました。
これより本案に対する質疑を行います。
無ければ、採決したいがいかがですか。
（異議なしの声）
異議なしの声がございます。異議がないものと認め、採決いたします。
議案第 10 号、庄内町農用地利用集積計画について（一般事業）番号 11、12
について、原案に賛成の方、挙手願います。
（挙手全員）
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賛成全員により、原案のとおり決定いたします。
暫時、休憩いたします。
（暫時休憩） （休憩中、●●●● 委員 着席）
議長

再開いたします。
次に、番号 11、12 を除いた１から 14 までについて審議します。
佐藤主査、説明をお願いいたします。

議長

佐藤主査。

佐藤主査

（議案第 10 号の資料に基づき、番号 11、12 を除いた１から 14 について内容
を説明）

議長

内容説明が終わりました。
これより本案に対する質疑を行います。
無ければ、採決したいがいかがですか。
（異議なしの声）
異議なしの声がございます。異議がないものと認め、採決いたします。
議案第 10 号、庄内町農用地利用集積計画について（一般事業）番号 11、12
を除いた１から 14 までについて、原案に賛成の方、挙手願います。
（挙手全員）
賛成全員により、原案のとおり決定いたします。
◎議事

議長

議案第 11 号の上程、説明、質疑、採決
議案第 11 号、庄内町農用地利用集積計画について（農地中間管理事業）
、を
議題といたします。
事務局長より、議案の説明をお願いします。

事務局長

（議案第 11 号の資料に基づき、議案を朗読）
詳細につきましては、佐藤主査よりご説明申し上げます。

議長

佐藤主査。

佐藤主査

（議案第 11 号の資料に基づき、内容を説明）

議長

内容説明が終わりました。
これより本案に対する質疑を行います。
12 番 川井 利光 委員。

12 番 川井

12 番 川井です。
確認ですが、議案番号 114 番の耕作者●●●●さんの経営面積は、●●●ａ
で間違いないでしょうか。

議長

佐藤主査。

佐藤主査

ただ今資料を確認いたしますので、少し時間を頂戴したいと思います。

議長

暫時、休憩いたします。

（暫時休憩）
議長

再開いたします。

議長

佐藤主査。

佐藤主査

お待たせいたしました。
114 番 ●●●●さんですが、現在の経営面積は、●●●ａということにな
りますので、修正をお願いします。申し訳ありませんでした。
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議長

これは、●●●ａでなく、●●●ａということでよろしいでしょうか。

議長

ほかにございませんか。
無ければ、採決したいがいかがですか。
（異議なしの声）
異議なしの声がございます。異議がないものと認め、採決いたします。
議案第 11 号、庄内町農用地利用集積計画について（農地中間管理事業）につ
いて、原案に賛成の方、挙手願います。
（挙手全員）
賛成全員により、原案のとおり決定いたします。
◎議事

議長

議案第 12 号の上程、説明、質疑、採決
議案第 12 号、庄内町農地中間管理事業に関する農用地利用配分計画（案）に
ついて、を議題といたします。
議事参与の制限に該当する委員がおりますので、●番 ●●●● 委員、●
番 ●●●● 委員、●番 ●●●● 委員は、退席願います。
暫時、休憩いたします。

（暫時休憩） （休憩中、●●●● 委員、 ●●●● 委員、●●●● 委員 退席）
議長

再開いたします。
初めに、111 ページ 23 番、142 ページ 67 番、181 ページ 113 番について審
議します。
事務局長より、議案の説明をお願いします。

事務局長

（議案第 12 号の資料に基づき、内容を朗読）
詳細につきましては、佐藤主査が説明申し上げます。

議長

佐藤主査。

佐藤主査

（議案第 12 号の資料に基づき、番号 32、67、113 の内容を説明）

議長

内容説明が終わりました。
これより本案に対する質疑を行います。
無ければ、採決したいがいかがですか。
（異議なしの声）
異議なしの声がございます。異議がないものと認め採決します。
議案第 12 号、農地中間管理事業に関する農用地利用配分計画（案）について、
番号 32、67、113 について、原案に賛成の方、挙手願います。
（挙手全員）
賛成全員により、原案のとおり承認することに決定いたしました。
暫時、休憩いたします。

（暫時休憩） （休憩中、●●●● 委員、 ●●●● 委員、●●●● 委員 着席）
議長

再開いたします。
次に、番号 32、67、113 を除く番号１から 119 までと耕作者変更４件、経営
移譲７件、移転 22 件、について審議します。
佐藤主査、説明をお願いいたします。

佐藤主査

（議案第 12 号の資料に基づき番号 32、67、113 を除く番号１から 119 までと
耕作者変更４件、経営移譲７件、移転 22 件、の内容を説明）
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議長

内容説明が終わりました。
これより本案に対する質疑を行います。
無ければ、採決したいがいかがですか。
（異議なしの声）
異議なしの声がございます。異議がないものと認め採決します。
議案第 12 号、農地中間管理事業に関する農用地利用配分計画（案）について、
番号 32、67、113 を除く番号１から 119 までと耕作者変更４件、経営移譲７件、
移転 22 件、について、原案に賛成の方、挙手願います。
（挙手全員）
賛成全員により、原案のとおり承認することに決定いたしました。
◎議事

議長

議案第 13 号の上程、説明、質疑、採決
議案第 13 号、別段の面積の設定について、を議題といたします。
事務局長より、議案の説明をお願いします。

佐藤主任

（議案第 13 号の資料に基づき、内容を説明）

議長

内容説明が終わりました。
これより本案に対する質疑を行います。
無いようであれば、採決したいがいかがですか。
（異議なしの声）
異議なしの声がございます。異議がないものと認め、採決いたします。
議案第 13 号、別段の面積の設定について、原案に賛成の方、挙手願います。
（挙手全員）
賛成全員により、原案のとおり決定しました。
◎議事

議長

議案第 14 号の上程、説明、質疑、採決
議案第 14 号、庄内町農業委員会農地等の利用の最適化の推進に関する指針の
変更について、を議題といたします。
事務局長より、議案の説明をお願いします。

事務局長

（議案第 14 号の資料に基づき、内容を朗読）
詳細につきましては、佐藤主査が説明申し上げます。

議長

佐藤主査。

佐藤主査

（議案第 14 号の資料に基づき、内容を説明）

議長

内容説明が終わりました。
これより本案に対する質疑を行います。
無いようであれば、採決したいがいかがですか。
（異議なしの声）
異議なしの声がございます。異議がないものと認め、採決いたします。
議案第 14 号、庄内町農業委員会農地等の利用の最適化の推進に関する指針の
変更について、原案に賛成の方、挙手願います。
（挙手全員）
賛成全員により、原案のとおり決定しました。

議長

これをもちまして、令和３年第３回庄内町農業委員会総会を閉会いたします。

◎閉 会

（午前 10 時 54 分）
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