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７ 会議に付した議案
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

報告第 20 号

いて

（14 件）

報告第 21 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 （２件）

議案第 39 号

農地法第３条の規定による許可申請について

（４件）

議案第 40 号

農地法第５条の規定による許可申請について

（２件）

議案第 41 号

庄内町農用地利用集積計画について（一般事業）

（２件）

◎開 会 （午前９時 30 分）
◎諸報告
議長

これより令和元年第 11 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きまして、報告いたします。本日は、14 番
半澤 重幸 委員 より欠席との報告を受けております。
次に、本日配布の資料につきまして報告いたします。
「農地法第５条の
規定による許可申請書に係る土地利用計画図等」
、
「農地パトロール調査結
果」
、
「地区別農業委員合同研修会」
、
「農業委員の綱紀粛正について」
、
「台
風第 19 号等災害義援金の募集について」
、
「農協広報（11 月号）
」
、
「行事
報告書」
、
「行事予定書」です。
それでは、令和元年第 10 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。
（令和元年第 10 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、令和元年第 11 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。
（令和元年第 11 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。
無いようでございま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。９番 太田 政士 委員、10 番 長南 統 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 20 号の上程、説明、質疑
報告第 20 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
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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 20 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 20 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 20 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 21 号の上程、説明、質疑
報告第 21 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 21 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
議長

佐藤主査。
（報告第 21 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。
５番 阿部 金一郎 委員。

５番 阿部

５番 阿部です。
１番についてですが、この申請者は先月農業委員会の総会の中で、農地
中間管理機構へ貸付する計画に載っていた案件だと思うのですが、解約す
る前に中間管理事業への貸付けというので意見を求めて提出したはずです
が、事務手続きの手順の流れについて、日時的なものを考えて妥当な動き
なのかどうか説明いただきたいと思います。

議長

佐藤主査。

佐藤主査

１番の案件に関しましては、農地中間管理事業に貸付けるための解約と
なっておりまして、今、阿部委員が申し上げたとおり先月の農地中間管理
事業の集積事業のところにこの案件が出ておりますが、農地中間管理事業
においては、集積と配分に２ヶ月のずれがございますので、配分されるま
での間に解約をするということで日時的な流れとしましては、妥当という
ことになっております。また、こちらの報告書の受理は前回の総会の申請
書締切日までには間に合わなかったのですが、集積が公告される 10 月 31
日の前には、18 条の第６項の通知書をいただいておりますことを付け加
えて説明させていただきたいと思います。

議長

阿部委員。

５番 阿部

補足説明でこういうことを説明していただけると、私が質問する必要も
ないですし、議事録にも載らないと思いますので、なにか委員がわからな
いことがありそうだと思えば説明いただきたいと思いました。

議長

ほかにございませんか。
無いようですので、報告第 21 号、農地法第 18 条第６項の規定による通
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知書の受理について、を終わります。
◎議事
議長

議案第 39 号の上程、説明、質疑、採決
議案第 39 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、議案の朗読をお願いします。

事務局長

（議案第 39 号の資料に基づき、議案を朗読）
詳細につきましては、清野専門員よりご説明申し上げます。

議長
清野専門員
議長

清野専門員。
（議案第 39 号の資料に基づき、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、３番 斎藤 克行 委
員より、現地調査報告をお願いします。

３番 斎藤

３番 斎藤です。
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１番の所有権移転および２番から４番の使用
貸借権の案件ですが、11 月 22 日に、４番 日下部 耕平 委員と事務局
の佐藤主任、清野農地農政専門員と私の４人で、現地調査を実施しました。
今回１番から４番の案件については、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が、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。
18 番 佐藤 繁 委員。

18 番 佐藤

18 番 佐藤です。
１番の案件についてですが、●●●の方が売買で譲受けるということで
すが、これは農地として活用するための売買なのでしょうか。それとも、
なにかほかの目的があるのか教えてください。

議長

清野専門員。

清野専門員

１番の案件の使用目的についてでございますが、農地法第３条の許可で
申請をいただいております。内容につきましては、農地として耕作すると
いう目的でございます。

議長

17 番 和島 孝輝 委員。

17 番 和島

17 番 和島です。
私も１番の案件についてですが、譲受人がわざわざ●●●から耕作に来
るということで今説明いただきましたが、本人が耕作するのでしょうか。

議長

清野専門員。

清野専門員

こちらも申請書によりますが、その中で農作業に従事する方は申請人の
●●●●●さん●歳と長男●歳の二人が農地の耕作にあたるということで
申請をいただいております。
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議長

17 番 和島 孝輝 委員。

17 番 和島

皆さんもご存知のとおり、私の住んでいる地域ですので、この農地もわ
かるのですが、今までどおりでいきますと、譲渡人の●●さんが他の方に
委託して農地を耕作していた記憶があります。今回、譲受ける●●さんの
長男の方も●●歳とお若いですが、実際農地を耕作するために来るのでし
ょうか。そのことについて質問します。

議長

ただ今の質問は、●●●に住んでいる方がわざわざ出向いて本当に耕作
するのかいう確認でいいでしょうか。

議長

暫時休憩いたします。

（暫時休憩）
議長

再開いたします。
清野専門員。

清野専門員

虚偽の申請書というのは出ないものだと思っております。まずは申請書
の内容を確認するわけでございますが、その中で●●●からの通作時間が
約●時間、それからトラクターなどの農機具所有につきましても、トラク
ター●台、田植機●台、コンバイン●台また、経営面積は●●●●㎡の自
作地がございます。それで、このような申請が出た場合、和島委員の心配
する気持ちもよくわかりますが、その申請をまずは受け止めて、その後の
ことについて不具合が出た時は、その時の農業委員会での対応になるので
はないかと思います。

議長

申請書上、それに加えて聞き取り上、農地法第３条の規定に該当しない
理由が見当たらないという場合には、疑義を持たず申請者を信用して許可
の申請にあたるのではないかという結論で総会の案件に持ってきたという
回答ですけれども、それでよろしいでしょうか。

議長

ほかにございませんか。
５番 阿部委員。

５番 阿部

地域を担当している農業委員からそういった疑いがあるのであればもう
少し検討する猶予があると思いますが、その後のことはその後の農業委員
会で審議するということですが、その後のことも事務局の方から推測また
は、委員の方から推察されるのであれば、この案件に関しては保留するな
どの対応も必要ではないかと思いますがいかがでしょうか。

議長

その後のことまである程度推測、あるいは想定の範疇に入れながらとい
うことで条件的なものを付したらというような阿部委員からの質問でした
けれども、阿部委員、そういうことでよろしかったでしょうか。

５番 阿部

私はその後のことは考えなかったのですが、そういった推察されること
があるのであれば保留など、もう少しここに関して聞き取りなど、様々な
やり方があるのではないかと思います。いずれにしても、この場で許可を
出すか出さないかだと思いますので、ほかの委員の意見も必要かと思いま
した。

議長

今の阿部委員の質問は、委員の中にもそういったものを付した方がいい
のではないかという意見があるのではないかということですので、ほかの
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委員はいかがでしょうか。
議長

阿部委員に尋ねたいのですが、そういう場合、付議する、あるいは意見
を付けるなど具体的にどのようなことなのでしょうか。

５番 阿部

私の方からは具体的にどうするべきかという話しではないのですが、事
務局の方からそういったニュアンスのご答弁がありましたので、それに関
して私は質問させていただきました。基本的に農地法第３条であがってく
れば、
「良いですか」
、
「悪いですか」
、しかないと思います。ただ、地域を
担当している委員の方から様々なその後の疑いに関して色々とアイディア
が考えられる話しがあり、もやもやとしたものを私が感じたものですから、
その様なお話しをさせていただいたのですが、書類的には何ら問題ない手
続きが出ているけれどもということでありましたので、質問をさせていた
だいただけです。

議長

佐藤主査。

佐藤主査

ただ今の件について、もう少し補足させていただければと思います。譲
受人が●●●の方ということで、●●●の農業委員会の方にも耕作状況に
ついて尋ねたところ、先程、清野専門員も申しあげたとおり、耕作面積的
には大きくやっているということでありますし、営農状況に関しても適正
に管理しているということでした。ただ、今質問が出ていますように●●
●から通作することを本当に心配するところですので、きちんと耕作する
ように農業委員の皆さんからも目を光らせていただきながら、適正な管理
をしてくださいというような条件等を付して許可するということも考えら
れますので、委員の皆様からのご意見をお伺いしたいと思いますが、いか
がでしょうか。

議長

今佐藤主査が言ったとおり、将来的なものに対して、皆さんから何らか
の付するものがあれば、許可の中にその意見を付することも可能です。事
務局としては、書類上、審査、面談それから、●●●の農業委員会への地
元での営農状況の聞き取りを含めた形で調査した結果、議案として載って
いるということであって、それにもし何か疑義があれば、皆さんから付し
てもらえればということであります。
暫時休憩します。

（暫時休憩）
議長

再開します。

議長

どなたか疑義ございますか。
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 39 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

議案第 40 号の上程、説明、質疑、採決
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議長

議案第 40 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 40 号に係る現況写真配布のため、暫時、休憩します。

（休憩中、佐藤主任が現況写真を配付）
議長

再開します。
事務局長より、議案の朗読をお願いします。

事務局長

（議案第 40 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。

清野専門員
議長

（議案第 40 号の資料に基づき、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、４番 日下部 耕平 委
員より、現地調査報告をお願いします。

４番 日下部

４番 日下部です。
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条の規定による所有権移転の案件ですが、11 月 22 日に３番
斎藤 克行 委員と事務局の佐藤主任、清野農地農政専門員と私の４人で、
現地調査を実施しました。
１番の案件については、一般住宅建築に伴う永久転用ですが、北側が町
道、南側が農地と宅地、東側が宅地、西側が農地に面しています。隣接農
地に対する日照及び通風、営農条件に悪影響を与えないと思われることか
ら、永久転用に関し問題ないと判断してきました。
２番の案件については、駐車場整備に伴う永久転用ですが、北側及び東
側と西側が宅地に面し、南側が町道に面しております。一部分筆後の農地
が東側に隣接しておりますが、周辺に農地がないことから、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。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 41 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 41 号の上程、説明、質疑、採決
議案第 41 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。
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事務局長より、議案の朗読をお願いします。
事務局長

（議案第 41 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 41 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 41 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、令和元年第 11 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 25 分）
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