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五泉市農業委員会 

令和２年 第１２回 定例総会議事録 

 

会議開催 令和２年１２月２３日(水) 午後 1時 57分 

場  所 五泉市役所 全員協議会室 

 

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   

19番 古田 常藏   

   

欠席委員 

       18番 松尾 タカ子 

 

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 5条の規定による許可申請について 

           議案第 3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 
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司 会   それでは、ちょっと時間前ですが全員揃いましたので、これより令和 2年第 12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 12回総会を開会いたします。 

日程の「3 総会成立(せいりつ)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、いつも隣にいる 18番 松尾 タカ子 委員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 5 番 高橋 甚一 委員、6 番 今井 聡 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 8番 林 毅 委員から報告してもらいます。 

 

調査班長（林 毅 委員） 

はい議長。議席番号 8番、現地調査班 林です。優良農地の保全と確保、無断転用の

防止として 12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、地濃 委員、大樌 推進委員、笠原 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、一本杉、論瀬、猿和田、木越、南本町、村松地区では、番坂、矢津、

牧、下戸倉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。 

それでは、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、総数 8件。うち売買が 2件、交換が

2件、贈与が 1件、賃貸借が 2件、使用貸借が 1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。 

譲受人の経営規模拡大のため、田 7 筆、4,283 ㎡を議案書記載の金額で売買するも

のです。譲受人の経営面積が規定面積、5 反を満たしておりませんが、所有権移転後

の合計面積が規定面積を超えるため申請を受理しました。 

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。 

続きまして 4ページをご覧ください。番号 2番は、売買での所有権移転の案件とな

ります。譲受人の経営規模拡大のため、畑 1 筆、868 ㎡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。 

4 ページに戻っていただき、番号 3 番と番号 4 番は、交換での所有権移転の案件と

なります。それぞれの耕作の便を図るため、番号 3 番は田 2 筆、981 ㎡、番号 4 番は

田 1筆 981㎡、全く同じ面積になりましたが、これを交換するものです。 

9ページおよび 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。 

続きまして 5ページをご覧ください。番号 5番は、贈与での所有権移転の案件とな

ります。譲受人の耕作の便をはかるため、田 1筆、99㎡を無償で所有権移転するもの

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。 

5 ページに戻っていただき、番号 6 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 2筆、3,113㎡を議案書記載の俵数で賃貸借するものです。 
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12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。 

5 ページに戻っていただき、番号 7 番も、賃貸借の案件となります。譲受人の経営

規模拡大のため、畑 1筆、493㎡を議案書記載の金額で賃貸借するものです。 

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。 

続きまして 6ページをご覧ください。番号 8番は、使用貸借の案件となります。田

2筆、3,440㎡を親子間で使用貸借するものです。 

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。 

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 （林 毅 委員） 

      はい議長。説明いたします。番号 1番は一本杉地内の田で、番号 2番は番坂地内の

休耕畑、番号 3番は一本杉地内の田、番号 4番も一本杉地内の田、番号 5番は猿和田

地内の田、番号 6番は牧地内の田、番号 7番は矢津地内の畑、番号 8番は天神浦地内

の田で、特に問題がないと見てきましたので報告します。 

 

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。 

 

髙橋 甚一 委員 はい。 

 

議 長   高橋 甚一 委員。 

 

髙橋 甚一 委員 

      議席番号 5番、髙橋です。番号１番の譲受人の方は経営農地面積が少ないと思いま

すが、この面積で農業を営んでこられたのでしょうか。 

もう 1 点、番号 2 番なんですけど、1 反もないのにこの金額というのはちょっと、

どういう理由なのかお聞かせください。 

 

阿部係長  お答えします。1 番につきましては、相続等で引き継いだ方と聞いておりますが、

面積は小さいですけども農業をやってこられたということで、今後規模を拡大してい

きたいということで今回の申し出となった、というふうに聞いております。 

 

田中所長  2 番につきましては、関係性はちょっと確認取れておりませんけども、個人間の話

のなかで、これでいきたいと合意になったうえでこの金額となったということですの

で、深いところまでは分かりませんが、髙橋委員から言われるとおり、最近ではあま
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りないような金額ですけども、場所も良いところでありますので、これからどういう

ふうに使うのかというところまでは確認できていないのが現状です。 

ただ、こういう申請書が本人から、譲受人から申請を受けておりますので、金額の

大小につきましては深くは聞き入っておりません。 

 

議 長   髙橋委員。 

 

髙橋 甚一 委員 

      すると、番号 2番に関しては、年齢も若いので、いずれ用途変更によって宅地化す

るという算段をもってこの値段で買ったんじゃないかな、と邪推してしまうんですが、

ここは農振除外されている場所でしょうか。 

 

田中所長  ただいまの髙橋委員の質問にお答えいたします。 

まず、高橋委員の言われるとおり、確かに番坂の工場とかそういった建物が多い、

並んでいるところの農地でございます。そして農振は外れていますので、いま言われ

る、推測されるようなことも起こりうるかも知れませんが、確認がとれておりません。 

ですが、本人は畑としてやっていきたいということで。午前中の農地パトロールで

も委員の皆さんと、これちょっとどうなんだろう、と疑問的なものはありましたが、

今日、審査していただきまして、3 条の許可が下り、本人に渡すときには、これはあ

くまで 3条の、農地での売買なのでちゃんと 1作以上は必ず農地として利用していた

だくよう指導するように、ということで話がありましたので、許可書を渡す際には指

導していきたいと思っております。 

 

髙橋 甚一 委員 はい。 

 

議 長   いいですか。他にございませんか。 

 

～～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」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」

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 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。 
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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、総数 3件で、賃貸借が 2件、使用貸

借が 1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。 

17ページをご覧ください。番号 1番と 2番はひとつの案件です。 

番号 1番は田 1筆、合計面積 1,005㎡、番号 2番は田 2筆、合計面積 2,010㎡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。 

26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。申請地は一本杉地内の農用地、さきほどの案件のすぐ隣であ

ります。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。 

17ページに戻っていただき、番号 3番から 7番はひとつの案件です。 

番号 3番は田 2筆、合計面積 2,010㎡、番号 4番は田 4筆、合計面積 3,013㎡、番

号 5 番は田 1 筆、1,005㎡、番号 6 番は田 1 筆、998 ㎡、番号 7 番は田 1筆、806 ㎡、

合計で 7,832㎡を砂利採取のための搬出入路及び表土置場とする一時転用案件で、賃

貸借となります。 

33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。申請地は一本杉地内の農用地ですが、周辺への影響も少ない

と考えられ、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。 

続きまして 19ページをご覧ください。番号 8番は田 4筆、合計面積 1,568㎡をハウ

ス管理棟及び駐車場用地とする永久転用案件で、使用貸借となります。 

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)－ｂ」であります。申請地は元々は農振農用地区域で、イチゴハウス設置のため

の畑という位置づけでしたが、この度「農業用施設用地」への用途変更を県から許可

されております。 

この場合、農業用施設に限り転用が認められることとなり、今回の計画にあるハウ

ス管理棟、駐車場は農業用施設に該当するため、転用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 （林 毅 委員） 
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      はい議長。説明いたします。 

番号 1番から番号 7番は一本杉地内の田で、番号 8番は木越地内のイチゴハウス用

地としての畑で、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。 

 

～～質疑応答なし～～ 

 

議 長   無ければ、採決に入ります。 

「議第 2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2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 3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。 

それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局   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。 

43ページからをご覧ください。令和 2年 12月 14日（月）に、あっせん審査委員会

が開催され、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。 

今回の申請は総数 3件で、全て売買の案件です。 

番号 1番は、合計面積 3,063㎡、番号 2番は、合計面積 374㎡。番号 2番は規定面

積を満たしておりませんが、譲受人は隣接する農地を耕作しており、合計面積が規定

面積を超えるため申請を受理しました。 

番号 3番は、合計面積 4,859㎡、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」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、「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。 

45ページからをご覧ください。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 13,749㎡、番号 2番は、合計面積 2,060㎡、番号 3番は、面

積 2,983㎡、番号 4番は、合計面積 15,193㎡、番号 5番は、合計面積 2,777㎡ 

番号 3番から 5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 6番は、合計面積 4,273㎡、番号 7番は、合計面積 6,502㎡、番号 8番は、合

計面積 2,779㎡、番号 9番は、合計面積 9,939㎡、番号 10番は、合計面積 6,193㎡、

番号 11番は、面積 340㎡。 

番号 11番は規定面積を満たしておりませんが、譲受人は隣接する農地を耕作してお

り、合計面積が規定面積を超えるため申請を受理しました。 

番号 12番は、合計面積 15,938㎡、番号 13番は、合計面積 10,135㎡、番号 14番は、

合計面積 7,766 ㎡、番号 15 番は、合計面積 5,105 ㎡、番号 16 番は、合計面積 5,736

㎡、番号 17番は、面積 1,032㎡、番号 18番は、面積 1,107㎡、番号 19番は、合計面

積 20,695㎡、番号 20番は、面積 2,035㎡、番号 21番は、面積 1,385㎡、番号 22番

は、合計面積 2,213㎡、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、65 ページの番号 23 番から 95 ページの番号 52 番までは、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。 
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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。 

 

～～質疑応答なし～～ 

 

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、「農地中間管理事業案件」についてお諮りします。事務局より説明をお

願いします。 

 

事務局   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。 

96ページからをご覧ください。今月は、9件の申し出がございました。番号 1番か

ら 9番は、農地中間管理機構への農地貸借の案件となります。 

番号 1番は、合計面積 13,798㎡、番号 2番は、合計面積 6,439㎡、番号 3番は、合

計面積 1,522㎡、番号 4番は、合計面積 1,794㎡、番号 5番は、合計面積 670㎡、番

号 6番は、合計面積 2,040㎡、番号 7番は、合計面積 947㎡、番号 8番は、合計面積

2,250 ㎡、番号 9 番は、面積 342 ㎡、それぞれを議案書記載の金額で貸し借りするも

のです。 

今月は、総数田 26,833㎡・畑 2,969㎡・計 29,802㎡を議案書記載の金額で農地中

間管理機構へ貸借します。これらの計画は、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」は、原案のとおり決定することに賛成の委員は挙手をお
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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」は、原案のとおり決定されまし

た。 

 

続きまして、日程の「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。 

 

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。 

111ページからをご覧ください。先月、第 11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。 

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、それぞれ報告いたします。 

番号 1番から 10番は個別の中間管理事業案件の農用地利用配分計画になります。 

番号 1番は、合計面積 21,986㎡、番号 2番は、合計面積 7,464㎡、番号 3番は、合

計面積 18,468㎡、番号 4番は、合計面積 3,224㎡、番号 5番は、合計面積 21,219㎡、

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 1,224 ㎡、番号 10 番は、合計面積 12,973 ㎡、それぞ

れ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。 

続きまして、124ページからをご覧ください。番号 11番から 141番は別所地区にお

ける地域集積に伴う案件の農用地利用配分計画になります。 

それぞれ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。 

続きまして、農地中間管理機構から貸借されている賃貸借権の移転について、農用

地利用配分計画を報告いたします。 

266 ページからをご覧ください。番号 142 番から 145 番は今ほどご説明したものと

同じく別所地区における地域集積に伴う案件で、現在農地中間管理機構から貸借され

ているものですが、貸人の欄の耕作者から借人の欄の耕作者に賃貸借権を移転するも

のであります。 

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。 
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～～質疑応答なし～～ 

 

議 長   無いようでしたら、報告のとおりとします。 

続きまして、「報告第 2号 令和 2年度遊休農地対策補助金の結果報告について」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。 

令和 2年度の遊休農地対策補助金の交付実績がまとまりましたので報告いたします。

273ページをご覧ください。今年度は、12件の申請があり、申請ごとに直近の総会開

催日の午前中に行われる農地パトロールにおいて確認してもらい、適正に施工されて

おることを確認しております。 

耕起の補助は、反 1000㎡当り 3,000円で、27,806㎡ 83,418円、作付までの補助は、

反 1000㎡当り 5,000円で、9,559㎡ 47,795円となり、合計で 37,365㎡ 131,213円と

なりました。 

この結果は 12月 2日の農業公害遊休農地対策委員会及び 12月 14日の役員会におい

て報告をしております。 

なお、小委員会において、この補助金の紹介、案内の回覧を今年度は 6月に農家組

合を通じてお願いをしましたが、もっと早く、年度冒頭にするべきとの意見がありま

したので、次年度からは、4 月に回覧するよう事務局・役員会で諮りそのように対応

したいと考えております。 

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。 

 

～～質疑応答なし～～ 

 

議 長   無ければ、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 12

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 総会閉会) 

 


