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五泉市農業委員会 

令和２年 第１１回 定例総会議事録 

 

会議開催 令和２年１１月３０日(月) 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 

19番 古田 常藏   

   

欠席委員 

無し 

 

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 

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  



2 

 

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 

 

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 11回定例総会を開

催いたします。 

会長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。 

 

会 長   ～～あいさつ～～ 

 

議 長   只今から、令和 2年 第 11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、全員で、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。 

  

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 3番 江口 聡 委員、4番 渡辺清司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 16番 楯 英樹 委員から報告してもらいます。 

 

調査班長（楯 英樹 委員） 

はい議長。議席番号 16番、現地調査班 楯です。優良農地の保全と確保、無断転用

の防止として 11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、岩野 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、論瀬、赤羽、馬下、木越、村松地区では、木越荒屋、千原、村松字

小新保、牧、高松、熊野堂、矢津、川内、水戸野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。 
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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。 

3ページに記載のとおり、議案番号 1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 1番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。 

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。 

      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。 

      譲受人の経営規模拡大のため、畑 1 筆、152 ㎡を議案書記載の金額で売買するもの

です。 

7 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。 

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 （楯 英樹 委員） 

      はい議長。説明いたします。 

番号 1番は論瀬地内の畑で、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。 
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～～質疑応答なし～～ 

 

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 1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 1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

1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ものと合わ

せ、総数 10件でうち売買が 5件、贈与が 2件、賃貸借が 3件となります。 

3ページをご覧下さい。番号 2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、畑 1 筆、495 ㎡を議案書記載の金額で売買する

ものです。 

8 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 3番は、売買での所有権移転の案件となります。 

譲渡人が経営規模を縮小するため、田 1 筆、251 ㎡を議案書記載の金額で売買する

ものです。 

9 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 4番は、売買での所有権移転の案件となります。 

譲渡人が経営規模を縮小するため、田 1 筆、1,016 ㎡を議案書記載の金額で売買す

るものです。 

10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。 
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3ページに戻っていただき、番号 5番は、売買での所有権移転の案件となります。 

譲渡人が農地管理ができないため、畑 1 筆、573 ㎡を議案書記載の金額で売買するも

のです。 

11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。 

続きまして 4ページ。番号 6番は、贈与での所有権移転の案件となります。 

譲渡人が農地管理ができないため、田 1 筆、750 ㎡を無償で所有権移転するもので

す。 

12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。 

4ページに戻っていただき、番号 7番は、贈与での所有権移転の案件となります。 

譲渡人が経営規模縮小のため、田 1筆、1,190㎡を無償で所有権移転するものです。 

13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。 

4ページに戻っていただき、番号 8番は、賃貸借の案件となります。 

譲渡人が農地管理ができないため、田 5 筆、2,308 ㎡を議案書記載の俵数で賃貸借

するものです。 

14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。 

続きまして 5ページ。番号 9番は、賃貸借の案件となります。 

譲渡人が経営規模縮小のため、田 6 筆、2,149 ㎡を議案書記載の俵数で賃貸借する

ものです。 

15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。 

続きまして 6ページ。番号 10番は、賃貸借の案件となります。 

譲渡人が経営規模縮小のため、田 3 筆、2,466 ㎡を議案書記載の俵数で賃貸借する

ものです。 

16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。 

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 （楯 英樹 委員） 

      はい議長。説明いたします。 

番号 2番は熊野堂地内の休耕畑で、番号 3番は牧地内の畑、番号 4番は村松字小新

保地内の休耕田、番号 5番は熊野堂地内の畑、番号 6番は馬下地内の田、番号 7番は

水戸野地内の休耕田、番号 8 番は高松地内の田、番号 9 番は川内地内の田、番号 10

番は千原地内の田で、特に問題がないと見てきましたので報告します。 
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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。 

 

加藤健一委員 はい。 

 

議 長   加藤委員。 

 

加藤健一委員 参考までにお聞きしますけども、4号議案と 10号議案ですよね。受け手の人間は、

これを混ぜての 50アールで、それで売買できるということですか。 

 

田中所長  はい。 

 

議 長   はい、田中所長。 

 

田中所長  ただいまの加藤委員からの質問にお答えいたします。 

      農地法第 3条での売買におきましては、耕作農地、経営農地が 5反以上ないと取り

引きできないと農地法でうたわれてございますので、それに基づくため、合わせて 5

反という扱いで受付したものであります。以上です。 

 

加藤健一委員 持ち分は1,835㎡だけれども全部合わせて50アールあれば売買できるということ

ですか。 

 

田中所長  そのとおりです。農地を動かせるということです。 

 

加藤健一委員 分かりました。 

 

議 長   他にありますか。 

 

渡辺清司委員 はい。 

 

議 長   渡辺委員。 

 

渡辺清司委員 議席番号 4番、渡辺です。 

      これは良い悪いという話ではないのですが、12ページの審査表のところで、贈与な

ので別に問題ないと思うのですが、住所要件が市外の方ですので、その中で審査表の

検討結果が全てこのように書かれているということは、隣の例えば秋葉区の農業委員

会の方でそのような話を聞いたのかどうか、それらを参酌してこのような表現で適当

だという風に審査表を付けたのか、その辺お聞かせください。 

 

議 長   阿部係長・・・。 
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田中所長  はい、議長。ただいまの渡辺委員の質問についてお答えいたします。質問内容が 12

ページに書かれている譲渡人、譲受人がともに市外の方であるにも関わらず審査表の

書かれている検討結果が本当にこれで正しいのか、ということでよろしいでしょうか。 

 

渡辺清司委員 はい。 

 

田中所長  これにつきまして市外の方につきましては、住民票及び農地経営状況等を提出して

いただいております。他の市町村の方が五泉市の農地を売買するときは経営状況証明

という形で、有料ですが証明書を添えてお答えしておりますので、同じように、この

方々につきましても同様のものをいただいておりますので、その申請に基づいて農地

法の、先ほど加藤委員へのものとダブりますけども、5 反以上の経営農地があるか否

かと、経営内容の、農機具があるか否かについてもそれぞれ審査をいたしております。 

 

議 長   いいですか。 

 

渡辺清司委員 はい。 

 

議 長   他にありませんか。 

 

～～質疑応答なし～～ 

 

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 1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 1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。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 2件であります。 
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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。 

19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。 

29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、矢津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。 

なお、番号 1番は、平成 29年 2月に最初の許可がでており、以降 3年ごとに再申請

することが義務付けられていることから、本来であれば今年の 2月に再度許可を受け

なければなりません。 

ところが、申請者が毎年 3月の営農報告のみで良いと勘違いをし、申請をしており

ませんでした。このことについて、県農地管理課と協議した結果、今年中に申請をす

るよう指導があり、今回、顛末書を添えての申請となっております。 

      また事務局におきましても営農報告の際に申請が必要、というのを怠ったことも申

し添え、大変申し訳ないと思っております。以後、こういうことのないように気を付

けたいとお思います。 

19ページに戻っていただき、番号 2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

「さつまいも」を作付するものであります。 

40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、木越荒屋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。 

なお、番号 2 番も平成 29 年 1 月に最初の許可がでており、本来であれば今年の 1

月に再度許可を受けなければなりません。 

ところが、当初申請者が昨年 11月に死亡し、相続などに忙殺され申請をしておりま

せんでした。このことについても、県農地管理課と協議した結果、今年中に申請をす

るよう指導があり、今回、顛末書を添えての申請となっております。 

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 （楯 英樹 委員） 

      はい議長。説明いたします。 

番号 1番は矢津地内の畑で、番号 2番は木越荒屋地内の畑で、特に問題がないと見
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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。 

 

～～質疑応答なし～～ 

 

議 長   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。 

 

 続きまして、「議第 3号 農地転用事業計画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。 

 

田中所長  はい、議長。 

 

議 長   事務局。 

 

田中所長  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 1件で、計画者の承継であります。 

43 ページをご覧ください。番号 1 番は個人住宅用地として昭和 47 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かったため、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条許可申請が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。 

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。 

 

～～質疑応答なし～～ 

 

議 長   無ければ、採決に入ります。 

「議第 3号 農地転用事業計画変更承認申請について」は、原案のとおり決定する
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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 農地転用事業計画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。事務局より説明をお願いします。 

 

田中所長  はい、議長。 

 

議 長   事務局。 

 

田中所長  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 1番

と合わせ総数 2件で、売買 2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、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。 

53ページをご覧ください。番号 1番は先ほどご説明しました農地転用事業計画変更

承認申請と併せて申請されたもので、田 3筆、合計面積 210㎡を建築資材置き場とす

る永久転用案件で、売買となります。 

59 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。 

申請地は木越地内の第 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、建築資材置き場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。 

53ページに戻っていただき、番号 2番は畑 1筆、合計面積 463㎡を個人住宅用地と

する永久転用案件で、売買となります。 

66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－

(ア)－ａ－(ｂ)－ｉ」であります。 

申請地は赤羽地内の 300ｍ以内に市街化の指標となる施設・猿和田駅があるため第 3

種農地と考えられ、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。 

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 （楯 英樹 委員） 
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はい議長。説明いたします。 

番号 1番は木越地内の埋め立て済みの田で、番号 2番は赤羽地内の休耕畑で、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 4号 農地法第 5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4号 農地法第5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。 

 

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。 

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。 

70 ページに記載のとおり、議案番号 3 番と 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 3番と 4番について事務局より説明をお願いします。 

 

藤田主査  はい、議長。 

 

議 長   事務局。 

 

藤田主査  はい。議長説明いたします。 

      70から 73ページをご覧ください。 

      令和 2年 11月 16日（月）に、あっせん審査委員会が開催され、番号 3番と 4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 3番と 4番は、売買の案件です。 

番号 3番は 70ページ、合計面積 1,335㎡、番号 4番は 73ページ、合計面積 11,224

㎡、これらを議案書記載の金額で所有権移転するものです。 
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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。 

 

～～質疑応答なし～～ 

 

議 長   無ければ、採決を行います。 

「あっせん審査委員会案件」の番号 3番と 4番について、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、番号 3番と 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、「あっせん審査委員会案件」の番号 3番、4番を除く案件についてお諮

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。 

69 ページからをご覧ください。番号 1 番、2 番、5 番の内容については、令和 2 年

11 月 16 日開催のあっせん審査委員会において審議し、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、5番は、売買の案件です。 

番号 1番は、合計面積 3,063㎡、番号 2番は、合計面積 2,042㎡、番号 5番は、合

計面積 3,727㎡、番号 6番は、面積 866㎡、それぞれを議案書記載の金額で所有権移

転するものです。 

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
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らお願いします。 

 

～～質疑応答なし～～ 

 

議 長   無ければ、採決を行います。 

      「あっせん審査委員会案件」の番号 3 番、4 番を除く案件は、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、「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」の番号 3番と 4番

を除く案件は、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。 

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。 

      また複数の委員が関係しておりますが、それぞれ退室、入室をお願いすることとな

りますのであらかじめご了承ください。 

はじめに、91ページに記載の議案番号 13番、14番と、130ページの 49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。 

91から 93ページをご覧ください。番号 13番、14番は新規の利用権設定案件です。 

番号 13番は、合計面積 2,040㎡、番号 14番は、合計面積 8,407㎡、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、130、131 ページをご覧ください。番号 49 番は利用権の再設定案件で

す。番号 49番は、合計面積 6,992㎡を議案書記載の俵数で貸し借りするものです。 

この計画は、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。 
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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」の番号 13番、14番、49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、「通常案件」の番号 13番、14番、49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） 

 

議 長   続きまして、119 ページに記載のとおり、番号 41 番は、関係 委員が関係しますの

で、退室してください。 

 

（関係 委員 退室） 

 

議 長   それでは、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。 

119から 122ページをご覧ください。番号 41番は利用権の再設定案件です。合計面

積 10,563.61㎡を議案書記載の俵数で貸し借りするものです。 

この計画は、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。 

 

～～質疑応答なし～～ 

 

議 長   無ければ、採決を行います。 

「通常案件」の番号 41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
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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」の番号 41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） 

 

議 長   続きまして、163 ページに記載のとおり、番号 92 番は、関係 委員が関係しますの

で、退室してください。 

 

（関係 委員 退室） 

 

議 長   それでは、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。 

163、164 ページをご覧ください。番号 92 番は利用権の再設定案件です。合計面積

5,201㎡を議案書記載の俵数で貸し借りするものです。 

この計画は、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。 

 

～～質疑応答なし～～ 

 

議 長   無ければ、採決を行います。 

「通常案件」の番号 92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、「通常案件」の番号 92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。 
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（関係 委員 入室） 

 

   続きまして、「通常案件」の番号 13番、14番、41番、49番、92番を除く案件につ

いて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。 

76ページからをご覧ください。番号 13、14番を除く、番号 1番から 22番は、新規

の利用権設定案件です。 

番号 1番は、合計面積 1,810㎡、番号 2番は、合計面積 6,557㎡、番号 3番は、合

計面積 6,771.46㎡、番号 4番は、面積 1,021㎡、番号 5番は、合計面積 5,105㎡、番

号 6 番は、合計面積 14,901 ㎡、番号 7 番は、合計面積 2,570 ㎡、番号 8 番は、面積

1,036㎡、番号 9番は、合計面積 1,952㎡。 

番号 9番は未相続農地ですが、関係権利者の同意を得て、申出者を推定相続人代表

として申請を受理しました。 

番号 10 番は、合計面積 11,188.59 ㎡、番号 11 番は、合計面積 1,565 ㎡、番号 12

番は、合計面積 7,049㎡。 

続きまして、93ページからをご覧ください。 

番号 15番は、合計面積 8,267㎡、番号 16番は、合計面積 15,416㎡、番号 17番は、

合計面積 3,063 ㎡、番号 18 番は、合計面積 3,056 ㎡、番号 19 番は、合計面積 3,433

㎡、番号 20番は、合計面積 7,001㎡、番号 21番は、合計面積 5,943㎡、番号 22番は、

合計面積 4,388㎡、それぞれを議案書記載の金額及び俵数で貸し借りするものです。 

続きまして、番号 41、49 番、92 番を除く、番号 23 番から 99 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金額及び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。 

 

～～質疑応答なし～～ 

 

議 長   無ければ、採決を行います。 

「通常案件」の番号 13番、14番、41番、49番、92番を除く案件は、原案のとおり
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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」の番号 13番、14番、41番、49番、92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、「農地中間管理事業案件」についてお諮りします。今回は、個別の中間

管理事業案件と、別所地区における地域集積に伴う案件がありますので、それぞれお

諮りしますが、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。 

210ページに記載のとおり、番号 30番、31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、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。 

210から 218ページをご覧ください。番号 30番、31番は、別所地区における地域集

積に伴う、農地中間管理機構への農地貸借の案件となります。 

番号 30番は、合計面積 22,593㎡、番号 31番は、面積 506㎡、それぞれを使用貸借

するものです。 

この計画は、農地中間管理事業の推進に関する法律第 2条第 5項による農地中間管

理権を設定するものであり、同法第8条第3項の事業規定に含まれるものであります。

事務規定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。 

 

～～質疑応答なし～～ 

 

議 長   無ければ、採決を行います。 

「農地中間管理事業案件」の番号 30 番、31 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。 
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～～挙手全員～～ 

 

議 長   挙手全員でありますので、「農地中間管理事業案件」の番号 30番、31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） 

 

議 長   続きまして、295ページに記載のとおり、番号 93番、123番、124番は、関係 委員

が関係しますので、退室をお願いします。 

 

（関係 委員 退室） 

 

議 長   それでは、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。 

295、296ページをご覧ください。番号 93番、123番、124番は、別所地区における

地域集積に伴う、農地中間管理機構への農地貸借の案件となります。 

番号 93番は、合計面積 4,541㎡を議案書記載の金額で貸し借りするものです。 

続きまして 320から 323ページをご覧ください。番号 123番は、合計面積 7,949㎡

を議案書記載の金額で貸し借りするものです。 

番号 124番は、合計面積 12,512㎡を使用貸借するものです。 

この計画は、農地中間管理事業の推進に関する法律第 2条第 5項による農地中間管

理権を設定するものであり、同法第8条第3項の事業規定に含まれるものであります。

事務規定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。 

 

～～質疑応答なし～～ 

 

議 長   無ければ、採決を行います。 

「農地中間管理事業案件」の番号 93番、123番、124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～～ 
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議 長   挙手全員でありますので、「農地中間管理事業案件」の番号 93番、123番、124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） 

 

議 長   続きまして、「農地中間管理事業案件」の番号 30番、31番、93番、123番、124番

を除く案件について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。 

      324 ページをご覧ください。今回は、先ほどご審議いただいた案件を含め、個別の

中間管理事業案件 9件と、別所地区における地域集積に伴う案件 115件となっており

ます。 

168 ページをご覧ください。番号 1 番から 9 番は、個別の案件として、農地中間管

理機構への農地貸借となります。 

番号 1番は、合計面積 3,224㎡、番号 2番は、合計面積 25,932㎡、番号 3番は、合

計面積 21,219㎡、番号 4番は、合計面積 21,986㎡、番号 5番は、合計面積 1,224㎡、

番号 6番は、合計面積 2,006㎡、番号 7番は、合計面積 1,301㎡、番号 8番は、面積

445㎡、番号 9番は、合計面積 12,973㎡。 

番号 9番は未相続農地ですが、関係権利者の同意を得て、申出者を推定相続人代表

として申請を受理しました。 

以上、それぞれを議案書記載の金額で貸し借りするものです。 

続きまして、181ページの番号 10番から 318ページの 122番は、先ほどご審議いた

だいた番号 30番、31番、93番、123番、124番と同じく、別所地区における地域集積

に伴う農地中間管理機構への農地貸借で、議案書記載のとおりであります。 

この計画は、農地中間管理事業の推進に関する法律第 2条第 5項による農地中間管

理権を設定するものであり、同法第8条第3項の事業規定に含まれるものであります。

事務規定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。 

 

渡邊みのり委員 はい。 

 

議 長   はい、渡邊委員。 
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渡邊みのり委員 

議席番号 12番、渡邊です。わたし勉強不足で分からないですが、別所地区の、過去

の所有、土地の所有を中間管理機構に預けて、そこから借りる人が借りるという形な

んですかね。 

整理事業をして見た目は 1町田んぼになっているけれど、実際の所有権というのは

動かさないのでしょうか。 

 

田中所長  はい、議長。 

 

議 長   田中所長。 

 

田中所長  ただいまの渡邊委員からのご質問にお答えします。 

      皆さんご存じのとおり、別所地内におきまして区画整理、基盤整備が進んでおりま

して、この度、旧地番で仮地番を振りまして、ただ本地番ではないですけども、旧地

番の状態で契約を結ぶという形で農地中間管理機構へ農地を預けます。 

そして再来年に事業が確定するんですけども、本測量が入りまして、その結果によ

りまして、最終的な登記をかけるということになりますので、その際に新しい地番が

振り分けられるということで、今現在は地番が存在しないため、旧地番でもって、ど

この地番がどこに変わる、というのが連合会におきまして整理されることになります

ので、それに基づきまして、皆さんから同意書をいただきまして中間管理機構に預け

ます、ということでこの間、説明会があったんですけども、受け手の側の方から旧地

番の状態のままで新たに借り受けします、ということを、通常でいけば来月の総会で

結果報告という形になると思うんですけども、とりあえず今現在は、仮地番の状態で

契約を結ぶという、県内でも区画整理をやっているところが結構あるんですけども同

じような形態で契約して、最終的に事業が完了した時点で本測量を行って地番を確定

させて、本登記をかけて事業完了という形となります。 

まだ進行中でありますので旧地番を土地改良区連合会の方で旧地番をパズルのよう

な状態で合わせまして今契約を結んでいるというのが現状でございます。 

詳しい事務につきましては、本庁にもあるか知れませんけども支所に図面がござい

ますので興味のある方は見て確認していただける、その方が分かりやすいのかなと思

っています。以上であります。 

 

渡邊みのり委員 

      そうしますと、旧地番のままということで見た目は１町とか決まっていますよね、

そしたら今度、旧の人が皆んな１町ぐらいずつ、五反とか半分でも・・・ゴチャゴチ

ャとなっていたのを、私がこんなことを言っても仕方ないですけども、話し合いです

よね。 

 

田中所長  渡邊委員が言いたいのは、細かい筆の面積のものがいくつも固まってあるのに、ど
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うして１町になるんだろう、ということですか。 

 

渡邊みのり委員 

      それは良いんだけども、作業上は良いし仮地番も良いんだけど、個々の所有者は、

１町のなかに私もここに入っているわ、といって、この土地は共同の土地なんです、

ということですか。 

 

田中所長  別所地区で換地組合というのがありまして、その委員がおられまして、あなたの今

まであった田んぼはこの仮地番のこの中に入り込みますよ、と同意を得たうえで事業

を進めていますので、皆んな承知のうえで事業を進めているということであります。 

      地元の方が中心となって進めています。あれやこれやと言い始めるとまとまり切れ

ないので、換地組合の委員の方が集まって何回も話し合いをされて、そのうえで決定

されている事業が進んでいるという現状であります。 

 

議 長   いいですか。 

 

加藤健一委員 地積が減るわけではないんですか。 

 

田中所長  若干は差が出るかも知れませんが、皆さんご承知のうえで事業を進めております。 

 

議 長   とりあえず、どこになるかは確定していない、ということで。いいですか。 

      他にありませんか。 

 

～～質疑応答なし～～ 

 

議 長   無ければ、採決を行います。 

「農地中間管理事業案件」の番号 30番、31番、93番、123番、124番を除く案件は、

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、「農地中間管理事業案件」の番号 30番、31番、93番、123

番、124番を除く案件は、原案のとおり決定されました。 

 

      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 11

回五泉市農業委員会総会を閉会いたします。 

 

 

                   （午後３時０５分 閉会） 

 


