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五泉市農業委員会 

令和２年 第１０回 定例総会議事録 

 

会議開催 令和２年１０月３０日(金) 午後 2時 00分 

場  所 五泉市福祉会館 ３階 大会議室 

 

出席委員(19人) 

1番 渡辺 清滋 2番 加藤 健一 

3番 江口 聡 4番 渡邊 清司 

5番 髙橋 甚一 6番 今井 聡 

7番 岩出 ノブ子 8番 林  毅 

9番 亀山 公子 10番 権平 孝男 

11番 阿部 伸由 12番 渡邉 みのり 

13番 髙岡 公衛 14番 川村 孝雄 

15番 佐久間 公英 16番 楯  英樹 

17番 地濃 潤一 18番 松尾 タカ子 

    

   

欠席委員 

19番 古田 常藏 

 

関係説明者 

局 長 鈴木 一弘 次 長 五十嵐 敦 

村松事務所長 田中 正徳 係 長 阿部 隆 

主 査 藤田 剛   

 

日    程 １．開 会 

        ２．会長挨拶 

        ３．総会成立宣言 

        ４．会期日程 

        ５．議事録署名委員の指名 

        ６．農地パトロールの報告 

        ７．議 件 

          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 4条の規定による許可申請について 

議案第 3号 農地転用事業変更承認申請について 
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            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 農業経営基盤強化促進法第 18条第 1項の規定による農 

                地利用集積計画について 

            報告第 1号 農地中間管理事業による農用地利用配分計画について 

 

司 会   それでは、ご案内の時間となりましたので只今から、令和 2年第 10回定例総会を開

催いたします。 

      昨日の午後ですね、古田会長から連絡がありまして、ご親戚でご不幸があったとい

うことで本日は松尾代理から進行をお願いしたいと思います。 

それでは松尾代理からごあいさつをいただき、その後は、会議規則第 4条により議

長として進行をお願い致します。 

 

松尾代理  ～～あいさつ～～ 

 

議 長   只今から、令和 2年 第 10回総会を開会いたします。 

日程の「3 総会成立宣言」ですが、出席委員数は、19人中、 18人で、定足数に

達しておりますので、本総会は成立していることを宣言します。 

なお、19番 古田会長より欠席の通告がありましたので報告いたします。 

  

議 長  次に、日程の「4 会期の日程について」でありますが、本日１日限りとし、議事日

程につきましては、お手元に配布の日程のとおりとすることで、ご異議ございません

か。 

 

～～「異議無し」の声あり～～ 

 

議 長   「ご異議無し」ということで、左様決定いたします。 

 

次に、日程の「5 議事録署名委員の指名について」でありますが、五泉市農業委員

会会議規則第 13条の規定により作成します議事録の署名委員の指名について、私に、

ご一任いただけますか。 

 

～～「異議無し」の声あり～～ 

 

議 長   それでは、議席番号 1番 渡辺清滋 委員、2番 加藤健一 委員にお願いします。

また、議事録の記録員は、事務局 阿部係長にお願いします。 

 

続きまして、日程「6 農地パトロールの報告」に入ります。 

調査班の班長 5番 高橋甚一 委員から報告してもらいます。 

 

調査班長 （高橋甚一 委員） 
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はい議長。議席番号 5番、現地調査班 高橋です。優良農地の保全と確保、無断転用

の防止として 10月の農地パトロールを実施しました。 

本日 9時 30分から私ほか、長谷川 推進委員、波多野 推進委員、山口 推進委員と

事務局の田中所長、阿部係長で管内を見て参りました。 

五泉地区では、下条、一本杉、中川新、不動堂、赤海、菅出、寺沢、三本木、村松

地区では、大口、熊野堂、村松字御徒士町等を見て参りましたが、違反転用等の状況

が見受けられなかったことを報告いたします。 

 

議 長   只今の報告について、ご質問等がありましたらお願いします。 

 

～～質疑応答～～ 

 

議 長   無ければ、報告のとおりとします。 

 

続きまして、日程の「7 議件」の審議に入ります。 

最初に、「議第 1号 農地法第 3条の規定による許可申請について」を上程します。 

この案件には、委員が関係するものがありますので、そちらから先にお諮りします。 

4 ページに記載のとおり、議案番号 4 番は関係委員が関係しますので、議事参与の

制限により関係委員は退室をお願いします。 

 

（関係委員 退室） 

 

それでは、議案番号 4番について事務局より説明をお願いします。 

 

田中所長  はい、議長。 

 

議 長   田中所長。 

 

田中所長  はい議長。説明をいたします。 

個人情報や金額等については、あらかじめお送りした議案書をご確認いただくこと

としまして、審査基準の項目について適合しているかなど、検討結果を中心に説明い

たします。 

      4ページをご覧下さい。 

番号 4番は、営農型太陽光発電にかかる区分地上権の設定です。 

畑 1筆、面積 633.60㎡、これはソーラーパネルの下部である日陰になる部分につい

て、空中を利用するための「区分地上権」を設定し、議案書記載の金額で賃貸借する

ものです。 

8 ページの審査表をご覧ください。検討結果に記載されていますが、農作業を効率

的に行う上で必要となる空間の確保、作付作物の単収状況などからみて、営農条件に

支障を生じるおそれがなく、許可要件を満たすと考えられます。 
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以上、ご審議のうえ、ご決定いただきますようお願いいたします。 

 

議 長   ただいまの説明に関連して、現地調査班より補足説明をお願いします。 

 

調査班長 （高橋甚一 委員） 

      はい議長。説明いたします。 

番号 4番は熊野堂地内の畑で、特に問題がないと見てきましたので報告します。 

 

議 長   ありがとうございました。これより質疑に入ります。 

ご質問・ご意見等がありましたらお願いします。 

 

～～質疑応答～～ 

 

議 長   無ければ、採決に入ります。 

「議第 1号 農地法第 3条の規定による許可申請について」の議案番号 4番は、原

案のとおり決定することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

～～挙手全員～～ 

 

議 長   挙手全員でありますので、 

「議第 1号 農地法第 3条の規定による許可申請について」の議案番号 4番は、原

案のとおり決定されました。 

関係委員は入室して下さい。 

 

（関係委員 入室） 

 

続きまして、「議第 1号 農地法第 3条の規定による許可申請について」の議案番号

4番を除く案件について事務局より説明をお願いします。 

 

阿部係長  はい、議長。 

 

議 長   阿部係長。 

 

阿部係長  はい議長。説明をいたします。 

今回の農地法第 3条の規定による許可申請は、先ほどご審議いただいた 4番と合わ

せ、総数 5件でうち 1件が売買、4件が区分地上権の設定の案件となります。 

3ページをご覧下さい。 

番号 1番は、売買での所有権移転の案件となります。 

譲渡人は農地管理ができないため、田 1 筆、2,471 ㎡を議案書記載の金額で売買す

るものです。 
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5 ページの審査表をご覧下さい。農地法第 3 条第 2 項各号に該当せず、許可要件を

満たすと事務局では判断しております。 

3 ページに戻っていただき、番号 2 番は、営農型太陽光発電にかかる区分地上権の

設定です。 

田 2筆、面積 704.00㎡、これはソーラーパネルの下部である日陰になる部分につい

て、「区分地上権」を設定し、議案書記載の金額で賃貸借するものです。 

6 ページの審査表をご覧ください。検討結果に記載されていますが、農作業を効率

的に行う上で必要となる空間の確保等の状況などからみて、営農条件に支障を生じる

おそれがなく、許可要件を満たすと考えられます。 

      3 ページに戻っていただき、番号 3 番についても、営農型太陽光発電にかかる地上

権の設定です。 

田 2筆、面積 352.00㎡、これも同じくソーラーパネルの下部である日陰になる部分

について、空中を利用するための「区分地上権」の設定であります。 

7 ページの審査表をご覧ください。検討結果に記載されていますが、農作業を効率

的に行う上で必要となる空間の確保され、営農条件に支障を生じるおそれがないとい

うことで、許可要件を満たすと考えております。 

      続きまして 4ページ、番号 5番についても、営農型太陽光発電にかかる地上権の設

定です。 

畑 1筆、面積 80.00㎡、これもソーラーパネルによって日陰になる部分について、

空中を利用するための「区分地上権」を設定するものであります。 

9 ページの審査表をご覧ください。検討結果に記載されていますが、農作業を効率

的に行う上で必要となる空間が確保され、営農条件に支障を生じるおそれがなく、許

可要件を満たすと考えられます。 

以上、ご審議のうえ、ご決定いただきますようお願いいたします。 

 

議 長   ただいまの説明に関連して、現地調査班より補足説明をお願いします。 

 

調査班長 （高橋甚一 委員） 

      はい議長。説明いたします。 

番号 1番は大口地内の田で、番号 2番と番号 3番は下条地内の畑、番号 5番は下条

地内の休耕畑で、特に問題がないと見てきましたので報告します。 

 

議 長   ありがとうございました。これより質疑に入ります。 

ご質問・ご意見等がありましたらお願いします。 

 

～～質疑応答～～ 

 

議 長   無ければ、採決に入ります。 

「議第 1号 農地法第 3条の規定による許可申請について」の議案番号 4番を除く

案件について、原案のとおり決定することに賛成の委員は挙手をお願いします。 
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～～挙手全員～～ 

 

議 長   挙手全員でありますので、「議第1号 農地法第3条の規定による許可申請について」

の議案番号 4番を除く案件は、原案のとおり決定されました。 

 

続きまして、「議第 2号 農地法第 4条の規定による許可申請について」を上程しま

す。 

この案件は、委員が関係するものであります。 

13ページに記載のとおり、関係委員が関係しますので、議事参与の制限により関係

委員は退室をお願いします。 

 

（関係委員 退室） 

 

それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

田中所長  はい、議長。 

 

議 長   田中所長。 

 

田中所長  はい議長。説明いたします。 

今回の農地法第4条の規定による許可申請は、総数1件で賃貸借の案件となります。 

説明にあたりまして、個人情報や金額等については、あらかじめお送りした議案書

をご確認いただくこととし、審査基準の項目について適合しているかなど、検討結果

を中心に説明いたします。 

13ページをご覧ください。番号 1番は太陽光発電設備設置のための一時転用であり

ます。申請内容は、ソーラーパネルの支柱、及び引込柱を設置し、パネルの下部で「み

ょうが」を作付するものであります。 

23ページの審査表をご覧ください。許可基準に定める農地区分の該当事項は「ア‐

（イ）‐c」であります。 

申請地は、熊野堂地内の農振農用地区域内でありますが、太陽光発電設備を設置し、

下部で営農する、営農型発電設備用地の一時転用として止むを得ないものと判断いた

しました。 

以上、ご審議のうえ、ご決定くださるようお願いいたします。 

 

議 長   ただいまの説明に関連して、現地調査班より補足説明をお願いします。 

 

調査班長 （高橋甚一 委員） 

      はい議長。説明いたします。 

番号 1番は熊野堂地内の畑で、特に問題がないと見てきましたので報告します。 



7 

 

       

議 長   ありがとうございました。これより質疑に入ります。ご質問・ご意見等がありまし

たらお願いします。 

 

渡邉みのり委員 

      はい。 

 

議 長   渡邉委員。 

 

渡邉みのり委員 

      12番、渡邉です。3条の 4番の関係委員の申請が区分地上権 633㎡を関係事業者に

お貸ししますね。ところが 4条申請では 5.27㎡と非常に少なくなっているのですが、

これはどういうことなんでしょうか。 

 

議 長   事務局、説明をお願いします。 

 

田中所長  ただいまの渡邉委員からのご質問でありますが、面積につきまして、3 条申請で面

積が 633㎡に対しまして 4条申請では非常に面積の差が大きい、この理由はいかなる

ことか、というご質問でよろしかったでしょうか。 

      ご自身の所有されている土地のなかで、転用として使う部分があくまでこの面積分、

ということで 4条申請はこの面積となりますし、3条申請の貸し借りにつきましては、

空中に地上権を設定しお貸しして発電事業を行うということで、これは営農とは切り

離した考え方なんですけども、そういう意味でこれだけの差が出るということになり

ます。 

前回も同じ形での申請でありまして、ちょっと変な感じに受け止められるかも知れ

ませんけども、そういう理由でありますのでご理解いただきたいと思います。 

 

渡邉みのり委員  そうしますと、地上権を 633㎡で貸して、4条申請が 5.27㎡ですよね。 

      あとの 600㎡くらいは何なんでしょうか。 

 

田中所長  あくまで転用でございますので、支柱部分の面積とそれ以外の部分との差でありま

して、ちょっと分かりにくいんですけど、そういったことで差が出るということで、

こういうものだということでご理解していただければと思うんですけども、なかなか

説明が難しいところです。 

 

阿部係長  ちょっと分かりにくくて申し訳ありません。ええとですね、3 条申請の区分地上権

というのは、あくまでの空中を利用する権利として、パネルの面積ですね。この分だ

け 633㎡貸してください、というのが 3条申請で行われます。 

      4 条申請は 5 ㎡くらいですが、それはこの下にある支柱の、この分だけですね。こ

の分だけ下の土地から借りますよ、という申請になります。 
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渡邉みのり委員  では 5.27㎡というのは支柱の分を言うんですか。 

 

阿部係長  そうです。何本もあるのを合計すると 5㎡くらい、ということになります。 

 

      （「36本、5.27㎡」と呼ぶ声あり） 

 

渡邉みのり委員  分かりました。 

 

議 長   他にございませんか。 

無ければ、採決に入ります。 

「議第 2号 農地法第 4条の規定による許可申請について」は、原案のとおり決定

することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

～～挙手全員～～ 

 

議 長   挙手全員でありますので、 

「議第 2号 農地法第 4条の規定による許可申請について」は、原案のとおり決定

されました。関係委員は入室して下さい。 

 

（関係委員 入室） 

 

続きまして、「議第 3号 農地転用事業変更承認申請について」を上程します。事務

局より説明をお願いします。 

 

阿部係長  はい、議長。 

 

議 長   阿部係長。 

 

阿部係長  はい議長。説明をいたします。 

      今回の農地転用事業計画の変更承認申請は、総数 2 件で、うち 1 件が用途変更、1

件が計画者の承継であります。 

27ページをご覧ください。番号 1番は、砂利採取に伴う搬出入路として令和 2年 5

月に転用許可を受けておりましたが、許可を受けた土地の全てについて、搬出入路か

ら砂利採取へ計画を変更するものです。 

続きまして、番号 2番は個人住宅用地として平成 3年および平成 13年に転用許可を

受けておりましたが、計画の履行ができなくなったため、計画を承継者が譲り受ける

ものであります。 

計画そのものの内容については 5条許可申請も併せて提出されていますので、議第

4号で説明いたします。 
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以上、ご審議のうえ、ご決定いただきますようお願いいたします。 

 

議 長   ありがとうございました。これより質疑に入ります。ご質問・ご意見等がありまし

たらお願いします。 

 

～～質疑応答～～ 

 

議 長   無ければ、採決に入ります。 

「議第 3号 農地転用事業変更承認申請について」は、原案のとおり決定すること

に賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

～～挙手全員～～ 

 

議 長   挙手全員でありますので、「議第 3号 農地転用事業変更承認申請について」は、原

案のとおり決定されました。 

 

続きまして、「議第 4号 農地法第 5条の規定による許可申請について」を上程しま

す。この案件には、委員が関係するものがありますので、そちらから先にお諮りしま

す。 

44ページに記載のとおり、議案番号 5番は関係委員が関係しますので、議事参与の

制限により関係委員は退室をお願いします。 

 

（関係委員 退室） 

 

それでは、議案番号 5番について事務局より説明をお願いします。 

 

田中所長  はい、議長。 

 

議 長   田中所長。 

 

田中所長  はい議長。説明いたします。 

説明にあたりまして、個人情報や金額等については、あらかじめお送りした議案書

をご確認いただくこととし、審査基準の項目について適合しているかなど、検討結果

を中心に説明いたします。 

44ページをご覧ください。番号 5番は太陽光発電設備設置のための一時転用で、賃

貸借であります。申請内容は、ソーラーパネルの支柱、及び引込柱を設置し、パネル

の下部で「みょうが」を作付するものであります。 

91ページの審査表をご覧ください。許可基準に定める農地区分の該当事項は「ア‐

（イ）‐c」であります。 

申請地は、熊野堂地内の農振農用地区域内でありますが、太陽光発電設備を設置し、
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下部で営農する、営農型発電設備用地の一時転用として止むを得ないものと判断いた

しました。 

以上、ご審議のうえ、ご決定くださるようお願いいたします。 

 

議 長   ただいまの説明に関連して、現地調査班より補足説明をお願いします。 

 

調査班長 （高橋甚一 委員） 

      はい議長。説明いたします。 

番号 5番は熊野堂地内の畑で、特に問題がないと見てきましたので報告します。 

 

議 長   ありがとうございました。これより質疑に入ります。ご質問・ご意見等がありまし

たらお願いします。 

 

～～質疑応答～～ 

 

議 長   無ければ、採決に入ります。 

「議第 4号 農地法第 5条の規定による許可申請について」の議案番号 5番は、原

案のとおり決定することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

～～挙手全員～～ 

 

議 長   挙手全員でありますので、「議第4号 農地法第5条の規定による許可申請について」

の議案番号 5番は、原案のとおり決定されました。 

関係委員は入室して下さい。 

 

（関係委員 入室） 

 

続きまして、「議第 4号 農地法第 5条の規定による許可申請について」の議案番号

5番を除く案件について事務局より説明をお願いします。 

 

阿部係長  はい、議長。 

 

議 長   阿部係長。 

 

阿部係長  はい議長。説明をいたします。 

今回の農地法第 5条の規定による許可申請は、さきほどご審議いただいた番号 5番

と合わせ総数 7件で、売買 2件、賃貸借 5件であります。 

説明にあたりまして、個人情報や金額等については、あらかじめお送りした議案書

をご確認いただくこととし、検討結果を中心に説明いたします。 

43ページをご覧ください。番号 1番は先ほどご承認いただきました農地転用事業計
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画変更承認申請と併せて申請されたもので、田 2筆、合計面積 264㎡を個人住宅用地

とする永久転用案件で、売買となります。 

50 ページの審査表をご覧ください。許可基準に定める農地区分の該当事項は「カ-

（ア）」であります。 

申請地は中川新地内の第 1種にも第 3種にも該当しないその他 2種農地で、周辺へ

の影響も少ないと考えられ、個人住宅用地として使用する事は止むを得ないものと判

断いたしました。 

43ページに戻っていただき、番号 2番は、田 1筆、合計面積 3,122㎡を砂利採取用

地とする一時転用案件で、賃貸借となります。 

56ページの審査表をご覧ください。許可基準に定める農地区分の該当事項は「ア－

イ－ｃ」であります。 

申請地は不動堂地内の農用地ですが、周辺への影響も少ないと考えられ、砂利採取

後に原形復旧するものであるため、一時転用は止むを得ないものと判断いたしました。 

43ページに戻っていただき、番号 3番は太陽光発電設備設置のための一時転用であ

ります。申請内容は、ソーラーパネルの支柱、及び引込柱を設置し、パネルの下部で

「ふきのとう」を作付するものであります。 

67ページの審査表をご覧ください。許可基準に定める農地区分の該当事項は「ア‐

イ‐c」であります。 

申請地は、下条地内の農振農用地区域内でありますが、太陽光発電設備を設置し、

下部で営農する、営農型発電設備用地の一時転用として止むを得ないものと判断いた

しました。 

43 ページに戻っていただき、番号 4 番も太陽光発電設備設置のための一時転用で、

賃貸借であります。申請内容は、先ほどと同じく支柱、及び引込柱を設置し、パネル

の下部で「ふきのとう」を作付するものであります。 

79ページの審査表をご覧ください。許可基準に定める農地区分の該当事項は「ア‐

イ‐c」であります。 

申請地は、下条地内の農振農用地区域内でありますが、太陽光発電設備を設置し、

下部で営農する、営農型発電設備用地の一時転用として止むを得ないものと判断いた

しました。 

続きまして 44ページをご覧ください。番号 6番も太陽光発電設備設置のための一時

転用で、賃貸借であります。申請内容は、ソーラーパネルの支柱、及び引込柱を設置

し、パネルの下部で「ふきのとう」を作付するものであります。 

105 ページの審査表をご覧ください。許可基準に定める農地区分の該当事項は「ア

‐イ‐c」であります。 

申請地は、下条地内の農振農用地区域内でありますが、太陽光発電設備を設置し、

下部で営農する、営農型発電設備用地の一時転用として止むを得ないものと判断いた

しました。 

44ページに戻っていただき、番号 7番は田 1筆、合計面積 423㎡を宅地分譲用地と

する永久転用案件で、売買となります。 

112ページの審査表をご覧ください。許可基準に定める農地区分の該当事項は「エ-
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ア－ｂ－ｃ」であります。 

申請地は寺沢 3丁目地内の都市計画用途地域内で第 3種農地あり、宅地分譲用地と

して使用する事は止むを得ないものと判断いたしました。 

以上、ご審議のうえ、ご決定いただきますようお願いいたします。 

 

議 長   ただいまの説明に関連して、現地調査班より補足説明をお願いします。 

 

調査班長 （高橋甚一 委員） 

はい議長。説明いたします。 

番号 1 番は中川新地内の休耕田で、番号 2 番は不動堂地内の田、番号 3 番と番号 4

番は下条地内の畑で、番号 6番は下条地内の休耕畑、番号 7番は寺沢 3丁目地内の畑

で、特に問題がないと見てきましたので報告します。 

 

議 長   ありがとうございました。これより質疑に入ります。ご質問・ご意見等がありまし

たらお願いします。 

 

高橋甚一委員 

      はい。 

 

議 長   高橋委員。 

 

高橋甚一委員 

      議席番号 5番、高橋です。先ほど阿部係長が説明されましたが、許可基準に定める

農地区分の該当事項で、例えば 112ページに書いてあるのは「エのアのｂのｃ」と言

いましたが、以前聞いたときには「エの（ア）のｂの（ｃ）」とカッコを付けていたと

思うのですが、カッコを全て抜かしましたけど必要ないのでしょうか。 

 

議 長   事務局。 

 

阿部係長  はい議長。 

 

議 長   阿部係長。 

 

 

阿部係長  大変失礼いたしました。本来、おっしゃる通り「エの（ア）のｂの（ｃ）」という説

明の仕方が正解であります。私の方で間違っておりました。申し訳ありませんでした。 

 

議 長   高橋委員、よろしいでしょうか。 

 

高橋甚一委員 
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      はい。 

 

議 長   ほかにご意見ございませんか。無ければ、採決に入ります。 

「議第 4号 農地法第 5条の規定による許可申請について」の議案番号 5番を除く

案件について、原案のとおり決定することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

～～挙手全員～～ 

 

議 長   挙手全員でありますので、「議第4号 農地法第5条の規定による許可申請について」

の議案番号 5番を除く案件は、原案のとおり決定されました。 

 

続きまして、「議第 5号 農業経営基盤強化促進法第 18条第１項の規定による農用

地利用集積計画について」の「あっせん審査委員会案件」についてお諮りします。 

      事務局より説明をお願いします。 

 

藤田主査  はい、議長。 

 

議 長   藤田主査。 

 

藤田主査  はい。議長説明いたします。 

      115 ページをご覧ください。令和 2 年 10 月 15 日（木）に、あっせん審査委員会が

開催され、議案番号 1番、2番の内容について審議されました。 

あっせん登録者を審査し、近隣の状況等から妥当であるとの審査結果を得ています。 

番号 1番、2番は、売買の案件です。 

番号 1番は、合計面積 430㎡、番号 2番は、合計面積 653㎡、これらを議案書記載

の金額で所有権移転するものです。 

番号 1 番、2 番は規定面積を満たしておりませんが、同一の譲受人が所有権移転を

受けるため、合計面積が規定面積を超えるため申請を受理しました。 

また、これらの所有権移転の内容は、農業経営基盤強化促進法第 18条第 3項の内容

で適合します。第 3項の内容の読み上げは省略します。 

以上、ご審議のうえ、ご決定いただきますようお願いいたします。 

 

議 長   ありがとうございました。これより質疑に入ります。 

ご質問ご意見等がありましたらお願いします。 

 

～～質疑応答～～ 

 

議 長   無ければ、採決を行います。 

「あっせん審査委員会案件」は、原案のとおり決定することに賛成の委員は挙手を

お願いします。 
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～～挙手全員～～ 

 

議 長   挙手全員でありますので、「議第 5号 農業経営基盤強化促進法第 18条第１項の規

定による農用地利用集積計画についてのあっせん審査委員会案件」は、原案のとおり

決定されました。 

 

続いて「通常案件」についてお諮りします。 

事務局より説明をお願いします。 

 

藤田主査  はい、議長。 

 

議 長   藤田主査。 

 

藤田主査  はい。議長説明いたします。 

116ページからをご覧ください。番号 1番から 3番は、新規の利用権設定案件です。 

番号 1番は、合計面積 18,061㎡、番号 2番は、合計面積 2,807㎡、番号 3番は、合

計面積 3,830㎡、それぞれを議案書記載の俵数で貸し借りするものです。 

      続きまして、番号 4番から 7番につきましては、利用権設定の再設定案件です。 

それぞれを議案書記載の俵数で貸し借りするものです。 

これらの計画は、農業経営基盤強化促進法第 18条第 3項の内容で適合します。第 3

項の内容の読み上げは省略します。 

以上、ご審議のうえ、ご決定いただきますようお願いいたします。 

 

議 長   ありがとうございました。これより質疑に入ります。 

ご質問ご意見等がありましたらお願いします。 

 

～～質疑応答～～ 

 

議 長   無ければ、採決を行います。 

「通常案件」は、原案のとおり決定することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

～～挙手全員～～ 

 

議 長   挙手全員でありますので、「通常案件」は、原案のとおり決定されました。 

 

      続きまして、日程 8報告事項に入ります。 

「報告第 1号 中間管理事業による農用地利用配分計画について」事務局より説明

をお願いします。 
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藤田主査  はい、議長。 

 

議 長   藤田主査。 

 

藤田主査  はい。議長報告いたします。 

131 ページからをご覧ください。先月、第 9 回定例総会において議決され、農地中

間管理機構へ貸付されました農地について、農用地利用配分計画を報告いたします。 

番号 1番は、合計面積 12,432㎡が議案書記載の金額で農地中間管理機構から借受人

に対して貸借されるものです。 

以上報告いたします。 

 

議 長   ありがとうございました。 

ただいまの説明につきましてご質問はございませんか。 

 

～～質疑応答～～ 

 

議 長   ないようでしたら、報告事項を終了いたします。 

 

以上で、本日の総会の議案審議は終了しました。 

これをもちまして、令和 2年第 10回五泉市農業委員会総会を閉会いたします。 

 

                   （午後 2時 40分 閉会） 

 

 


