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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 14 号

いて

（８件）

報告第 15 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 （１件）

議案第 28 号

農地法第３条の規定による許可申請について

（２件）

議案第 29 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 30 号

庄内町農用地利用集積計画について（一般事業）

（７件）

◎開 会 （午前９時 30 分）
◎諸報告
議長

これより令和元年第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きまして、報告いたします。本日は、８番
齋藤 敦 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」
、
「人・農地プランの実質
化について」
、
「農地パトロール調査結果」
、
「農業委員費用弁償第 1 期分明
細書」
、
「農協広報（８月号）
」
、
「行事報告書」
、
「行事予定書」です。
それでは、令和元年第７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７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８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８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。３番 斎藤 克行 委員、４番 日下部 耕平 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 14 号の上程、説明、質疑
報告第 14 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。事務局長より報告をお願いします。

事務局長

（報告第 14 号の資料に基づき、報告を朗読）
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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 14 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。
６番の届出人の権利取得日に推定とあるのですが、聞いたことがないも
のですから、これについて説明お願いします。

議長

佐藤主査。

佐藤主査

権利取得日のところですが、通常であれば亡くなられた日が権利取得日
としてこちらに記載されるわけですが、６番に関しましては亡くなられた
実際の日は分からない、推定この日であろうということでこのように記載
しております。

議長

よろしいでしょうか。

５番 阿部

はい。

議長

ほかにございませんか。
無いようですので、報告第 14 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 15 号の上程、説明、質疑
報告第 15 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、佐藤主査よりご説明申し上げます。

議長

佐藤主査。

佐藤主査
議長

（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。
無いようですので、報告第 15 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 28 号の上程、説明、質疑、採決
議案第 28 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 28 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 28 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、15 番 佐藤 一 委員
より、現地調査報告をお願いします。
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15 番 佐藤

15 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条の規定による賃貸借権設定の案件ですが、８月 23 日に 16
番 五十嵐 晃 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。
今回の２つの案件については、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。
７番 髙橋 聡 委員。

７番 髙橋

７番 髙橋です。
２番の件ですが、貸し人は●●●の方の様ですが、借り人とはどういった
関係なのか、地主なのか、そのあたりを説明お願いします。

議長

清野専門員。

清野専門員

土地所有者かどうかという質問内容でございましたが、貸し人の●●●
●さんは土地所有者であります。

議長

５番 阿部 金一郎 委員。

５番 阿部

５番 阿部です。
関連して２番の件ですが、●●に住んでいる人が●●●の畑を作るとい
うことでございますので、ここまで通って耕作をするにはそれなりのバッ
クボーンといいますか、背景があると思いますけれどもそのあたりの説明
は何かございますか。またその件に関して、●年間の賃貸借契約の設定とい
うことでございますけれども、申請の段階で説明したうえで、●年ではなく
て●年とか、●年のもう少し長い期間を設定してはどうかと思いますがい
かがでしょうか。いずれにしても合意のうえで農地法第３条の契約を申請
してきていますので、今後の検討の課題としてご提案させていただきたい
と思います。

議長

清野専門員。

清野専門員

農地法第３条の許可申請ということで提案させていただいてる訳です
が、契約期間の●年間あるいは、●年間の設定についてでございますが、当
事者同士の申請でございますので、こちらがこうした方が良いということ
であれば、それは事前にこのテーブルに出す前に相談ということになろう
かとは思いますが、今回は●年間設定ということでございます。また、●●
に住んでいる人が●●●に来て耕作する件の経過についてですが、それに
つきましてはこちらで押さえていないところはありますが、両者でもって
賃貸借契約をやるんだということに農地法上の懸念されるようなことがな
けば、それはそこまで原因といいますか、こうなったことを改めて問いかけ
るようなことはいらないのではないかという感じはします。そのへんは委
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員の方々でどういう見解があるのか逆に相談していただきたいというよう
な感じで思っております。
議長

５番 阿部 委員。

５番 阿部

５番 阿部です。
農地法第３条でお互いが申請してきたということでございますので、そ
れ以上のことはないと思いますし、●年間の設定であろうとも自動更新で
ありますので、設定を長くする必要性はないのかと感じましたけれども、こ
れは風力発電関係でハウス建設をして、園芸をするという考えのもとで賃
貸借契約するというで、これはあくまでも私の推察でありますが、そういっ
たことでこういう契約をしているのではないかと思いますが、そういった
答弁をいただければ非常に納得したのですがいかがでしょうか。

議長

阿部委員の気持ちは非常によくわかるのですが、推察の範疇での質問で
は非常にお答え難いかと思いますけれども清野専門員、いかがですか。

議長

今の阿部委員の質問というのは、農業に資するということでこの近くに
風力発電によるハウスを建設する予定になっているが、これはあくまでも
推察なのですが、それと何らかの関連性があるのではないかという内容の
質問です。
佐藤主査。

佐藤主査

ただ今の質問に対しまして、今回この許可申請が出た経緯をお話しさせ
ていただきたいと思います。阿部委員がおっしゃるように、ここ●●●地内
に風車が完成しました。その風車の電力を使って電源を供給して農作物を
作っていくという計画がありました。その計画の下で今回こちらにハウス
を建ててその中で苗の栽培を行う予定と聞いております。再生可能エネル
ギー関係の法律から風車が出来たことによって、その風車から出る電力を
供給するハウスということで賃貸借契約の申請が出て来たということでご
ざいます。以上です。

議長

この件に関しましては少し前の話しになるのですが、風向風量調査とい
うことで農振除外の件から農業委員会での関わりとしてはスタートしてい
ます。その一時転用があって、風向風量調査というものを経て今の再生可能
エネルギーというような形で今風車が建設されたわけですが、それを建設
するにあたって一つの法律があって、その内容としては、生み出された電力
の供給が農業用に資するものであるという条件がありまして、そのことで
ここにハウスが建つということは皆さんも転用の関係で再生可能エネルギ
ーの担当の方から説明があって許可の状態になったという経緯をご存じだ
とは思います。そこを耕作する●●●●●●●●●●●さんですが、近くに
こういう土地があるのだったらここでも営農をやってみたいというような
意欲があり、今回のような申請が出てきたのが一連の流れと私は記憶して
おります。
阿部委員。

５番 阿部

私の記憶ともほとんど一致していると思います。それを補足説明してい
ただいていれば何ら私も質問しなかったと思いますので、ひとつよろしく
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お願いします。
議長

ほかにございませんか。
18 番 佐藤 繁 委員。

18 番 佐藤

18 番 佐藤です。
１番の案件について伺いたいのですが、先程の報告第 14 号の中で３番の
●●●さんは、農地を●●筆相続していますが、この議案第 28 号ではその
うちの●筆だけ賃貸借契約の申請をしています。お分かりになればで結構
ですが、するとほかの農地に関しては自分で耕作されるという予定なので
しょうか。

議長

暫時、休憩します。

（暫時休憩）
議長

再開します。

議長

佐藤主査。

佐藤主査

今回、元の所有者の●●●●さんの農地が数筆あるのですが、他の筆に関
しては円滑化事業を通じて既に耕作者がいる契約期間中となっておりま
す。今回●筆だけ申請があったのは、自作地となっていましたが今回初めて
賃貸借契約を設定するものであります。以上です。

議長

よろしいでしょうか。
18 番 佐藤 委員。

18 番 佐藤

はい、了解しました。
ほかにございませんか。
７番 髙橋 聡 委員。

７番 髙橋

７番 髙橋です。
先程の、私の質問の続きですけれども、さっき会長から説明があったよう
に、ここは確か風力発電をするために●●●さんで全部買って、土地の名義
は全部●●●さんのものかと思っていたのですが、●●さんは地主と言い
ますか、地元に親族が誰も居なくなったので遠方の●●さんの土地になっ
たのか、そこが腑に落ちないところで、まして●●さんは●●●に住んでい
るので、どういうことなのかそのあたりの説明をお願いします。

議長

所有地の確認ということですね。
佐藤主査。

佐藤主査

●●●さんの所有地というのは、風車が建ったところだけです。その周辺
の農地はそれぞれ所有者の方が別々にいらっしゃいます。今回は●●●さ
んが所有していないところで、●●さんが所有している農地をお借りして
そこに●●●●●●●●●●●さんがハウスを建てるというような契約に
なっております。

議長

よろしいでしょうか。
７番 髙橋 委員。

７番 髙橋

はい、わかりました。

議長

ほかにございませんか。
無いようであれば、採決したいがいかがですか。
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（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 29 号の上程、説明、質疑、採決
議案第 29 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 29 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 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 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。
本案は、事前に現地調査を行っておりますので、16 番 五十嵐 晃 委
員より、現地調査報告をお願いします。

16 番 五十嵐

16 番 五十嵐です。
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条の規定による賃貸借権設定の案件ですが、８月 23 日に 15
番 佐藤 一 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。
今回の案件については、●●●●●●●●●●工事に伴う作業ヤード仮
設ための一時転用ですが、北側及び南側が農道に面し、西側が用水路、東側
が農地で囲まれております。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、一時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。

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。
４番 日下部 耕平 委員。

４番 日下部

４番 日下部です。
２点ほど質問いたします。
１点目は、当該農地は昨年度、●●●●●●●●●番地から県道まで一区
画、道路工事用のため休耕したと認識しております。今、そこで小型重機を
使うことによってこれだけの面積で済むことになりましたけれども、昨年
１年間休耕しておりますのでその辺について、●●の業者さんとの話しは
どうなっているのかということと、２点目は、許可日より３ヶ月間というこ
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とですのでこれは、本日よりと認識すればもう収穫をせずに転用が始まる
ということでしょうか。お願いします。
議長

佐藤主任。

佐藤主任

１点目についてでございますが、転用の申請が上がってくる以前の部分
についてはこちらでは詳しいところは把握していないということにはなり
ますが、事前のやり取りで前年の収穫に影響を及ぼしているということは
お聞きしておりまして、申請者と当事者の方と話し合いしたものについて
は会議録的なものを残し、第三者を立てて確認はしているとのことですが、
詳細については、こちらでは解ってはいませんけれども流れとしてはその
ようなことで進めていたかと記憶しております。
２点目の、期間の問題ですけれども許可日より３ヶ月間とはなっており
ますが、予定といたしまして 10 月 1 日より 12 月末日までの工事の予定と
いうことで収穫後、作付けまでの期間で予定になっているようであります
ので、そのへんは収穫の時期を外して農作業に影響のない時期に作業とい
うことかと思っております。

議長

４番 日下部

委員。

４番 日下部

その場合、許可日より３ヶ月と言われると我々からすると今日が許可日
だと認識しますが間違いでしょうか。

議長

佐藤主任。

佐藤主任

許可日の範囲の中で作業をすると聞いております。事前の準備等もある
ということでございました。許可日から３ヶ月であればその通りでござい
ますが、私の説明が少し不足しておりまして、計画としては 10 月１日より
ということでしたけれども、収穫が 10 月までには終わってということです
が、例えば９月中に終わる可能性もございますので、それでまず今月の案件
に載せて終わり次第、作業を始めたいというような流れを持っているとい
うことでございます。
農地法第５条の許可日の考え方でございますが、本日総会で承認された
日からでございます。申し訳ございませんでした。

議長

暫時、休憩します。

（暫時休憩）
議長

再開します。

議長

佐藤主任。

佐藤主任

度々申し訳ございません。私の認識不足がございました。許可日より３ヶ
月となっておりますが、許可日より本年の 12 月末日までと訂正をお願いし
たいと思います。申し訳ございませんでした。

議長

ほかにございませんか。
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 29 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。

- 8 -

（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 30 号の上程、説明、質疑、採決
議案第 30 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、議案の朗読をお願いします。

事務局長

（議案第 30 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 30 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 30 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。
（挙手多数）
賛成多数により、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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