令和３年第 8 回庄内町農業委員会総会議事録
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16 番 日向 弘明
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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
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佐藤 良子

農業経営改善相談員
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農林課農産係主任
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７ 会議に付した議案
報告第 15 号

農地法第３条の３の規定による届出書の受理について

（7 件）

議案第 27 号

農地法第３条の規定による許可申請について
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議案第 28 号

農地法第５条の規定による許可申請について

（3 件）

議案第 29 号

庄内町農用地利用集積計画について（一般事業）

（1 件）

◎開 会 （午前９時 30 分）
◎諸報告
議長

これより令和３年第 8 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、全員出席でござ
います。
次に説明員について報告をいたします。議案第 28 号 農地法第 5 条の規定に
よる許可申請についてに係る説明員として、農林課農産係の柿崎主任が出席を
しております。
次に、本日配布の資料について報告いたします。
費用弁償一期分明細書、農協広報 8 月号になります。
それでは、令和３年第 7 回総会後の行事経過についてを報告をします。タブレ
ット内の行事報告書をご覧ください。
（令和３年第 7 回総会後の行事経過について、報告書に基づいて説明）
続いて、令和３年第 8 回総会後の行事予定について、タブレット内の行事予定
書をご覧ください。
（令和３年第 8 回総会後の行事予定について、予定書に基づいて説明）

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 18 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。11 番 遠田 雅弘委員、13 番 和島 孝輝委員 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。
◎報告

議長

報告第 15 号の上程、説明、質疑
報告第 15 号、農地法第３条の３の規定による届出書の受理について、を議題
といたします。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 15 号の資料に基づき、報告を朗読）
詳細につきましては、佐藤主査より説明申し上げます。

議長
佐藤主査
議長

佐藤主査。
（報告第 15 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。
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無いようですので、報告第 15 号、農地法第３条の３の規定による届出書の受
理について、を終わります。
◎議事
議長

議案第 27 号の上程、説明、質疑、採決
議案第 27 号、農地法第 3 条の規定による許可申請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 27 号の資料に基づき、議案を朗読）
詳細につきましては、佐藤主査より説明申し上げます。

議長

佐藤主査。

佐藤主査

（議案第 27 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、10 番小林 ひろみ委員より、
現地調査報告をお願いします。

10 番小林

10 番 小林です。
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。
１番から 3 番までの、農地法第３条の規定による、所有権移転と使用貸借権設
定の案件ですが、８月２４日に 11 番遠田 雅弘 委員と事務局の佐藤主査と私
の３人で、現地調査を実施しました。
本案件については、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。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 27 号、農地法第３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 28 号の上程、説明、質疑、採決
議案第 28 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 28 号に係る現況写真は、タブレット内にありますので、ご覧くださ
い。
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 28 号の資料に基づき、議案を朗読）
詳細につきましては、佐藤主査及び柿崎主任より説明申し上げます。

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、11 番遠田 雅弘 委員より、
現地調査報告をお願いします。

11 番 遠田

11 番 遠田です。
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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条の規定による所有権移転の案件ですが、8 月 24 日に 10 番 小林
ひろみ委員と事務局の佐藤主査と私の３人で、現地調査を実施しました。
１番～３番までの案件については、●●●建設に伴う永久転用ですが、南側・
東側が農地、西側が既存牛舎、北側は豚舎に面しています。周辺の営農条件に悪
影響を与えないと思われるため、永久転用に関し問題ないと判断してきましたの
で報告します。
それから事務局の方から、周辺の集落に悪臭等の悪影響はないという話もあり
ましたが、昨日、●●●の理事会でもこの●●●建設に伴う話がありました。周
辺集落に悪影響・悪臭はなく、また建設に伴って周辺集落に説明をして、同意を
もらっているというような話があったことを申し添えたいと思います。
以上です。
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。
12 番 川井委員。

12 番 川井

12 番 川井です。
ただいまの補足説明で、悪臭対策ということで、自治会長等から同意を得て
いるという話でしたが、自治会長だけでなく、みんなから了解を得ているのか
どうか、少し心配なので教えていただきたいと思います。

議長

柿崎主任。

柿崎主任

まずは、自治会長からの同意を得ているということですが、各自治会でどのよ
うに処理されたかまではこちらでは把握はしていないところです。

議長

川井委員。

12 番 川井

12 番 川井です。
悪臭に関しましては、この場所ではありませんが、ほかの地域でも結構悪臭
問題地区がありましたものですから、その辺もう少し、●●、或いは●●だけ
ではなく、もう少し範囲を広げてやる必要があるかと思います。またこれから
●●も増えるわけですし、今はないけれども、これから●●が増えれば臭いも
出てくる可能性もありますので、その辺もう少し広い範囲で同意を取らないと
いけないのではないかと感じます。
またこの場所からは悪臭が絶対出ないということを、言っているのかどうか確
認したいと思います。

議長

柿崎主任。

柿崎主任

一般的にですが、今委員が話していることは、養豚団地のにおいのことを心
配されているのかなというふうに思います。豚に関しては結構臭いに関して、
苦情等あるわけですが、牛に関してはふん尿処理の部分にも関わってくるのか
と思うのですが、あまり苦情はありません。
先ほど申しました通り木くずを使うということで、におい対策というのは豚
舎より牛舎の方がより対策がされています。
また施設自体の設備においても対策をしているところですし、牛に関しては
そこまで一般的には苦情というか、そういったものはないというふうに認識し
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ているところです。
議長

暫時休憩します。

議長

再開します。12 番 川井委員。

12 番 川井

12 番 川井です。
悪臭が出た場合は、やはり何か協定書のようなもので対処するというような
方法がないと許可は難しいのではないかと私自身は感じます。
この悪臭問題は個人個人でも違いますのでその辺、十分検討された方が良い
かと思います。

議長

11 番 遠田委員。

11 番 遠田

11 番 遠田です。
●●集落だけでなく、周辺の集落、●●なども含め周辺の集落の会合で、自
治会長、各集落の役員の方々が出て、お話をしたというふうなことを伺ってお
ります。
その中で、地域の住民まで浸透したかというと、そこまでは少し言いがたい
ところもありますが、その辺を●●●の理事会で話があれば、確認をさせてい
ただき、次回お話しさせていただきたいと思います。

議長

遠田委員に申し上げますが、ただいまの発言は、この件に関する質問ではな
く、今の悪臭に関することで、どの辺までそういったことが周知されているか
という、●●●の理事会での話の中身というふうにして受けとめてよろしいで
しょうか。

11 番 遠田

はい。そうです。

柿崎主任

先ほどの質問に回答します。まず悪臭等があった場合ですが、悪臭に関して
は、畜舎すべてに関して課題となっているわけですが、地域の環境保全という
観点で、山形県全体として課題としてとらえているもので、各総合支庁で協議
会を設立しておりまして、もし何か悪臭や苦情等があれば、県の各担当部署が
バックアップして対処していくというような形になっておりますし、概ね 5 年
に 1 回ぐらいですが、畜舎を巡回して、悪臭対策等されているか等、環境保全
に関するものに関して、チェックをしているところです。
この●●●●に関してですが、隣に●●が建っております。●●の方で 1 年
に 1 回、環境保全と、悪臭等を含めて協議会を行っております。そちらには●
●さんも出席しており、さらに周辺自治会、ここでは●●集落の自治会長も出
席をして、協議をしています。その際、住民からの意見や、自治会長の方から
も意見をいただいております。
その中で●●の臭いに関しての話題も上がってきますが、実際に調査をして
みると、この●●にある●●からのにおいではないだろう、実際のところ東の
方からにおいが来ているのではないかというような調査結果になっています。
今議題になっております、●●のこの団地に関しての悪臭に関しては、基本的
にはないと認識しているところです。
また、これから規模拡大するわけですので、その際にまた悪臭や、苦情等あ
れば、先ほど申し上げました通り、県の各担当部署、或いは地域がバックアッ
プをして、悪臭対策に取り組んでいくという方向になっておりますので、ご理
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解いただければと思います。
議長

佐藤主査。

佐藤主査

休憩中佐藤繁委員からもご質問ありましたが、この件に限らず、転用に関し
て例えば豚舎等建設する場合ですと、その周辺の農業者、もしくは地域の同意
書というものを添付していただいております。
その同意書に関しましては、例えば今回の場合ですと、●●自治会会長とい
う名前で出てきます。そういった場合に、会長が個人的に同意したというふう
にはこちらの方ではとらえません。自治会の総意として、会長名で出してきて
いると捉えます。他の転用案件に関しても同じ取り扱いになります。

議長

ほかにないようでしたら採決してもよろしいでしょうか。
（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 28 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。
（挙手多数）
賛成多数により許可相当とすることに決定いたしました。
◎議事

議長

議案第 29 号の上程、説明、質疑、採決
議案第 29 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 29 号の資料に基づき、議案を朗読）
詳細につきましては、佐藤主査より説明申し上げます。

議長

佐藤主査。

佐藤主査

（議案第 29 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。

議長

他にな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 29 号、庄内町農用地利用集積計画について（一般事業）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。

議長

これをもちまして、令和３年第 8 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 15 分）
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