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第３５３回上山市農業委員会総会議事録 

 

１ 期  日  平成３０年４月２５日（水）午後２時００分開会 

２ 場  所  市役所４０１・４０２会議室 

３ 出席委員  １６人 

１番 山川光照委員 ２番 吉田とも委員 ３番 江口勘四郎委員 

４番 後藤敏秀委員 ５番 渡邊智春委員 ６番 大澤健一委員 

７番 井上隆市委員 ８番 原田広幸委員 ９番 冨田憲一委員 

１０番 山口久志委員 １１番 木村正委員 １２番 木村辰也委員 

１３番 上妻一実委員 １４番 長沼健司委員 １５番 髙橋源四郎委員 

１６番 花谷和男委員   

出席推進委員 ６人   

  佐藤秀雄推進委員 

   

 

 

秋葉博司推進委員 佐藤源一推進委員 

  鈴木憲一推進委員 稲毛博推進委員 鈴木章推進委員 

４ 欠席委員 

５ 議事日程 

日程１ 諸般の報告 

日程２ 議事録署名委員の指名 

日程３ 議 第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

日程４ 議 第２号 農地転用に係る事業計画変更申請について 

日程５ 議 第３号 第３８０回農用地利用集積計画（賃貸借等）について 

日程６ 議 第４号 平成３０年度上山市農業委員会運営方針について 

日程７ 承認第１号 平成２９年度上山市農業委員会事業報告の承認について 

日程８ 報告第１号 農地法施行規則２９条第１号の規定による農地転用届出書の受理

について 

日程９ 報告第２号 農地法第１８条の規定による通知書の受理について 

日程 10 報告第３号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

日程 11 報告第４号 使用貸借契約の解約書の届出について 

日程 12 報告第５号 承認した農地改良届出について 

日程 13 報告第６号 平成３０年度上山市農業委員会歳入歳出予算について 

日程 14 報告第７号 上山市農業委員会事務局職員の人事異動について 

 

６ 事務局出席職員 

事務局長 前田豊孝、主幹兼農地農政係長 井上政幸、主任 武田喜和子、主事 大沼織江 
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７ 会議の概要 

議長（会長） 定刻になりましたので、４月１５日に告示になりました、第３５３回上山

市農業委員会総会を開会します。 

出席委員は定足数に達しておりますので、これより会議を開きます。本日   

の会議はお手元に配付しております議事日程により進めます。 

 

議長 日程１、諸般の報告でありますが、事務局長より報告いたします。事務局長。 

事務局長 諸般の報告を申し上げます。第１、招集告示について、平成３０年４月１６日、

上山市農業委員会告示第５号により、平成３０年４月２５日、第３５３回上山市

農業委員会総会を招集する旨告示されました。第２、出席告知について、平成３

０年４月１８日付農委第１２号をもって、第３５３回上山市農業委員会総会に出

席されるよう告知いたしました。第３、総会資料の配付について、第３５３回上

山市農業委員会総会日程等、関係資料はお手元に配付しております。第４、総会

出欠委員数について、委員定数１６人、現在出席委員１６人となっております。

また、推進委員が６名出席しております。以上で報告を終わります。 

 

議長 日程２、議事録署名委員の指名でありますが、上山市農業委員会総会会議規則第２

９条の規定により、議長において、３番、江口勘四郎員、７番、井上隆市委員を指名

いたします。 

 

議長 日程３、議第１号、農地法第３条の規定による許可申請について議題といたします。

はじめに所有権の移転について、事務局長より提案理由の説明をいたします。事務局

長。 

事務局長 議第１号、農地法第３条の規定による許可申請のうち、所有権の移転について

説明いたしますので、議案書の１ページをお開き願います。３件の申請がござい

ました。整理番号１と２については関連がありますので一括して説明いたします。

整理番号１と２について、譲渡人、譲受人はそれぞれ○○氏、農業、○○氏、農

業であります。小倉地内の田畑計４筆について自作地相互の交換をするもので、

土地の所在、面積等の詳細について議案書に記載のとおりです。譲受人の要件と

しては、農地の全部効率活用の可否、農業常時従事の可否、地域との調和の可否

はいずれも可であり、下限面積の要件を満たすことから、農地法第３条第２項各

号には該当しないため、許可要件のすべてを満たすと考えます。以上で説明を終

わります。 

議長 ただいまの説明に関連して、地区担当委員から現地調査の結果について報告をお願

いします。１３番、上妻一実委員。 

上妻委員 整理番号１と２について、現地調査の結果を報告します。４月１８日に○○さ

んの立会いで現地を確認、○○さんにも後で確認をとったところですが、田について

は、１枚にして耕作しており、どちらも手入れされいい田畑になっております。許可



 3 

相当と考えます。 

議長 ありがとうございました。これより質疑に入ります。質疑があれば発言を許します。 

（なしの声あり） 

議長 発言なしと認めます。お諮りいたします。農地法第３条の規定による許可申請のう

ち所有権移転の整理番号１と２については原案のとおり許可することにご異議ありま

せんか。 

（異議なしの声あり） 

議長 ご異議なしと認めます。よって、原案のとおり許可することに決しました。次に、

所有権移転の整理番号３について事務局長より提案理由の説明をいたします。事務局

長。 

事務局長 整理番号３についてご説明いたします。整理番号３について、譲渡人は○○氏、

無職、譲受人は○○氏であります。裏町地内の田畑１１筆について所有権を移転

するもので、土地の所在、面積等の詳細については議案書に記載のとおりです。

譲受人の要件としては、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件

のすべてを満たすと考えます。以上で説明を終わります。 

議長 ただいまの説明に関連して、地区担当委員から現地調査の結果について報告をお願

いします。７番、井上隆市委員。 

井上委員 整理番号３について、現地調査の結果について報告します。４月２３日に佐藤

秀雄推進委員といっしょに、○○さんの代理の○○氏から現場で聞き取りを行いまし

た。○○の生産をしてきましたが、高齢のため所有権を移転したいとのこと。○○分

と遠いので、管理は○○さんの親族があたるとのことで、許可相当と考えます。 

議長 ありがとうございました。これより質疑に入ります。質疑があれば発言を許します。 

（なしの声あり） 

議長 発言なしと認めます。お諮りいたします。農地法第３条の規定による許可申請のう

ち、所有権移転の整理番号３については許可することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長 ご異議なしと認めます。よって、原案のとおり許可することに決しました。次に、

賃借権の設定について、事務局長より提案理由の説明をいたします。事務局長。 

事務局長 賃借権の設定について説明いたしますので、議案書の３ページをお開き願いま

す。３件の申請がございました。整理番号１について、貸し人は、○○氏、農業、

借り人は○○氏、農業であります。楢下地内の田１筆について賃借権を設定する

もので、土地の所在、面積等の詳細については議案書に記載のとおりです。本件

につきましては、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべ

てを満たすと考えます。以上で説明を終わります。 

議長 ただいまの説明に関連して、地区担当委員より現地調査の結果について報告をお願

いします。１４番、長沼健司委員。 

長沼委員 整理番号１について、現地調査の結果について報告します。４月２５日、○○

氏の立会いのもと、現場調査を行いました。息子も農家であり、農作業の従事日
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数、地域との調和もとれていますので、許可相当と考えます。 

議長 ありがとうございました。これより質疑に入ります。質疑があれば発言を許します。 

（なしの声あり） 

議長 発言なしと認めます。おはかりいたします。農地法第３条の規定による許可申請の

うち賃借権設定の整理番号１については許可することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長 ご異議なしと認めます。よって、原案のとおり許可することに決しました。次に、

整理番号２について事務局長より提案理由の説明をいたします。事務局長。 

事務局長 整理番号２について説明いたします。貸し人は○○氏、無職、借り人は○○氏、

農業であります。藤吾地内の畑１筆について賃借権を設定するもので、土地の所

在、面積等の詳細については議案書に記載のとおりです。本件につきましては、

農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たすと考え

ます。以上で説明を終わります。 

議長 ただいまの説明に関連して、地区担当委員から現地調査の結果について報告をお願

いします。１０番、山口久志委員。 

山口委員 整理番号２番について、現地調査の結果を報告します。○○さんのデラウエア

ぶどうの畑でしたが、伐採していまは空畑となっています。借り人は○○をして

おり、ワインぶどう等も増やして積極的に取り組んでいるところですので、許可

相当と考えます。 

議長 ありがとうございました。これより質疑に入ります。質疑があれば発言を許します。 

（なしの声あり） 

議長 発言なしと認めます。お諮りいたします。農地法第３条の規定による許可申請のう

ち、賃借権設定の整理番号２については許可することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長 ご異議なしと認めます。よって、原案のとおり許可することに決しました。次に、

整理番号３について、事務局長より提案理由の説明をいたします。事務局長。 

事務局長 整理番号３について説明いたします。貸し人は○○氏、農業、借り人は○○氏、

農業であります。小穴地内の畑１筆について賃借権を設定するもので、土地の所

在、面積等の詳細については議案書に記載のとおりです。本件につきましては、

農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たすと考え

ます。以上で説明を終わります。 

議長 ただいまの説明に関連して、地区担当委員から現地調査の結果について報告をお願

いします。４番、後藤敏秀委員。 

後藤委員 整理番号３について、現地調査の結果を報告します。○○氏の立会いのもと、

現地調査を行いました。○○さんの梨の畑を借り受けるもので、梨の摘果の時期

でしたが、農作業については、今後、○○さんも手伝っていくとのことでした。

これから本格的に農業に取り組もうとしており、要件を満たすため許可相当と考

えます。 
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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。質疑があれば発言を許します。 

（なしの声あり） 

議長 発言なしと認めます。お諮りいたします。農地法第３条の規定による許可申請のう

ち、賃借権設定の整理番号３については許可することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長 ご異議なしと認めます。よって原案のとおり許可することに決しました。 

 

議長 日程４、議第２号、農地転用に係る事業計画変更申請について議題といたします。

事務局長より提案理由の説明をいたします。事務局長。 

事務局長 議第２号、農地転用に係る事業計画変更申請について説明いたしますので、議

案書の５ページをお開き願います。なお、６ページに位置図がございますので、

併せてご覧ください。２件の申請がございましたが、関連がありますので一括し

て説明いたします。整理番号１と２について、貸し人は○○氏、および○○氏、

借り人は○○株式会社であります。金瓶地内の畑９筆、５２５７．３㎡について

賃借権の設定期間を延長するもので、土地の所在、面積等の詳細については議案

書に記載のとおりです。本件につきましては、東北中央自動車道建設工事に伴い

発生する土砂を一時保存する場所として、平成２８年９月に一時転用許可を受け

て利用してきたものですが、高速道路本線内で処理する分の土量が増加したため、

期間延長の申請があったものです。農業委員会の意見としては、○○という外因

的な理由であり、期間延長の理由について事業者に過失がないと判断できること

から、期間の延長はやむを得ないとするものです。以上で説明を終わります。 

議長 ただいまの説明について、質疑があれば発言を許します。 

（なしの声あり） 

議長 発言なしと認めます。お諮りいたします。議第２号、農地転用に係る事業計画変更

申請については、許可相当として県知事へ送付することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長 ご異議なしと認めます。よって、原案のとおり県知事へ送付することに決しました。 

 

議長 日程５、議第３号、第３８０回農用地利用集積計画の賃貸借等について議題といた

します。内容については事務局長より説明いたします。事務局長。 

事務局長 議第３号、第３８０回農用地利用集積計画の賃貸借等について説明いたします

ので、議案書の７ページをお開き願います。３件の申請がございました。整理番

号１について、借り人は○○氏、認定農業者、貸し人は○○氏であります。利用

目的は水稲栽培で、土地の所在、面積等の詳細については議案書に記載のとおり

です。以上の計画の内容は、経営面積、従事日数など農業経営基盤強化促進法第

１８条第３項の各要件を満たすと考えます。以上で説明を終わります。 

議長 ただいまの説明について、質疑があれば発言を許します。 

（なしの声あり） 
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議長 発言なしと認めます。お諮りいたします。第３８０回農用地利用集積計画の賃貸借

等のうち、整理番号１については原案のとおり許可することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長 ご異議なしと認めます。よって、原案のとおり許可することに決しました。次に、

整理番号２と３については関連がありますので一括して事務局長より説明いたします。

事務局長。 

事務局長 整理番号２と３について説明いたします。借り人は○○氏、認定農業者、貸し

人は、○○氏であります。利用目的は水稲栽培で、土地の所在、面積等の詳細に

ついては議案書に記載のとおりです。本件につきましては、農用地利用集積円滑

化団体を通した転貸であり、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を

満たすと考えます。以上で説明を終わります。 

議長 ただいまの説明について、質疑があれば発言を許します。 

（なしの声あり） 

議長 発言なしと認めます。お諮りいたします。第３８０回農用地利用集積計画の賃貸借

等のうち、整理番号２と３については原案のとおり許可することにご異議ありません

か。 

（異議なしの声あり） 

議長 ご異議なしと認めます。よって、原案のとおり許可することに決しました。 

 

議長 日程６、議第４号、平成３０年度上山市農業委員会運営方針について議題といたし

ます。まず、基本方針について会長である私から説明いたしますので、別冊総会資料

の３ページをお開き願います。 

【以下、基本方針を読み上げて説明】 

２．事業計画については、会長職務代理者より説明いたします。 

髙橋代理 ２．事業計画についてご説明いたします。（１）諸会議の開催について、総会、

運営委員会、全員協議会、専門委員会、最適化推進会議、推進委員連絡会の日程

については記載のとおりです。（２）農地調整関係業務の適正執行については、そ

の執行において、関連機関との連携を密にし、優良農地の保全・管理を基本とし

て、公正・公平な審議と事務執行の適正化に努めます。重点事項については３点

ございますが、記載のとおりです。（３）農地利用の最適化の推進については、ア、

担い手への農地集積を進めます。イ、地域の情報を収集します。ウ、農地パトロ

ールを実施します。エ、新規就農者等のために相談活動などを実施します、とし

ています。（４）農政、農業振興の活性化について、地域農業の確立に向けた農政

活動および農業振興の効果的な推進を図るため、関係機関・団体と連携を図りな

がら地域の実態に即した活動に努めます。重点事項については４点ございますが、

記載のとおりです。（５）研修事業の実施について、変化する農業情勢に対応する

ため、農業会議等が行う研修会へ積極的に参加するとともに、本市の課題解決に

向けた視察研修事業及び独自の自主研修事業を行います。重点項目としては２点
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ございますが、記載のとおりです。（６）認定農業者の育成・確保について、認定

農業者への助言を行うなど、認定農業者の確保に努めます。重点事項については

４点ございますが、記載のとおりです。（７）農業者年金への加入促進と組織への

活動支援について、農業者年金の啓発を通じて加入の促進を図るとともに、受給

予定者への個別指導を行います。重点項目については２点ございますが、記載の

とおりです。（８）農業委員会業務に係る相談活動の充実・強化については、農業

や農地に関する相談については積極的に応対し、その解決に向けた活動を行いま

す。（９）農業委員会活動、農政農地に関する情報宣伝活動については、日々の活

動を通じて農業委員会への理解を深めてもらうとともに、農政に関する情報をイ

ンターネットの利用等により積極的に広報していきます。以上で説明を終わりま

す。 

議長 これより質疑に入ります。質疑があれば発言を許します。 

（なしの声あり） 

議長 発言なしと認めます。お諮りいたします。議第４号平成３０年度上山市農業委員会

運営方針については原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長 ご異議なしと認めます。よって、原案のとおり決しました。 

 

議長 日程７、承認第１号、平成２９年度上山市農業委員会事業報告について、会長職務

代理者、各専門委員長、広報委員長、事務局長より説明いたします。はじめに、会長

職務代理者より報告いたします。 

髙橋代理 承認第１号、平成２９年度上山市農業委員会事業報告の承認について報告いた

しますので、別冊総会資料の６ページをお開き願います。平成２９年度上山市農

業委員会事業報告について、農業委員会の業務では、毎月の総会における農地法

の許可等について、法令に基づく適正な審議を行いました。特に農地法第３条に

ついては、すべての事件において現地調査を行いました。体制としては、改正法

による農業委員候補者の推薦、募集を実施し、委員会では農地利用最適化推進委

員の委嘱を行い、新体制での活動を行いました。遊休農地の解消に向けては、農

地パトロールや利用状況調査による現状把握に務め、遊休農地であった場合には

その解消に向けて、農地利用意向調査を実施するなど、各農家へ働きかけを行い

ました。農業委員、推進委員の個別の活動では、農地の巡回や各農家への相談活

動を行い、効率的な農地の集積を進めるとともに担い手の育成・支援に努め、地

域農業の振興を図りました。さらに、地域や農家が抱える課題を本市の農林施策

に反映させるため、市長に対して意見および要望書を提出しました。（１）～（７）

については、各種会議、研修会等の日程とその内容について記載しておりますの

でご覧ください。報告は以上です。 

議長 次に農政専門委員長お願いします。 

木村（辰）委員長 農政に関することについて報告いたしますので、別冊総会資料の１１
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ページをお開き願います。（１）農政専門委員会は４回開催しており、期

日・内容について記載のとおりです。（２）意見・要望については、平成

３０年度上山市農林施策に関する意見および要望を１１月６日に市長に

提出いたしました。また、市長から回答を受けて、１２月２５日に市長

との農政懇談会を開催いたしました。（３）農業労働力関係については、

農業労働力賃金等の適正化を図り、農業経営の安定に資するため、平成

３０年度農業労働賃金及び機械利用料金標準表を３月に作成し、各農家

に配付しました。（４）賃借料情報の提供について、平成２８年１月～平

成２９年１２月の２年間における農地法第３条及び農用地利用集積計画

の結果をまとめ、賃借料情報として農家に提供しました。報告は以上で

す。 

議長 次に、農地専門委員長お願いします。 

冨田委員長 農地に関することについて報告いたしますので、別冊総会資料の１２ページ

をお開き願います。農地専門委員会は４回開催しており、期日・内容について

記載のとおりです。（２）新規就農者対策については、新規就農者激励会を９月

１２日に開催し、新規就農者から農業への取組みなどを話してもらうとともに、

市長からの激励、農業委員による助言等を行いました。（３）認定農業者に関す

る業務について、農業経営改善計画の期間が終了する認定農業者を対象に、個

別相談を行い、認定申請書の作成指導に努めました。申請があった人について、

担い手支援推進協議会で審査した結果は資料に記載のとおりです。（４）遊休農

地対策について、遊休農地解消の取組みとして、担当地域ごとに農業委員、推

進委員による現地確認や情報収集を行いました。遊休農地解消支援事業により

遊休農地を再生した人に助成金を交付しましたが、実績については資料に記載

のとおりです。（５）農地台帳の整備については、農地台帳システムのデータを

随時更新しました。なお、農家への農地台帳の配付・回収については、今年

度休止しました。（６）農地法等に基づく許可・届出の状況について、平成２

９年度の事務処理状況を１３ページに記載しておりますのでご覧ください。報

告は以上です。 

議長 次に、広報紙編集委員長お願いします。 

井上委員長 広報に関することについて報告いたしますので、別冊総会資料の１４ページ

をお開き願います。（１）広報紙編集委員会は２回開催しており、期日・内容に

ついては記載のとおりです。（２）広報紙の発行について、平成２９年１１月２

４日、平成３０年３月２３日の２回発行しております。それぞれの掲載内容に

ついては記載のとおりです。報告は以上です。 

議長 次に、事務局長お願いします。 

事務局長 年金に関することについて報告いたしますので、別冊総会資料の１５ページを

お開き願います。（１）農業者年金受給者等の状況について記載のとおりです。（２）

農業者年金の加入促進及び受給相談について、前年度に引き続き制度の周知と加
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入促進に努めました。また、年金受給手続きについても指導、相談を行いました。

なお、昨年度の活動により、新規加入者が１名ありました。（３）現況届の受付に

ついて、農業者年金受給者の状況を確認するため、受給者より「現況届」を提出

いただきました。受給停止に該当しないことを確認の上、現況届は農業者年金基

金に提出しております。以上で報告を終わります。 

議長 ただいまの報告について、質問があれば発言を許します。 

（なしの声あり） 

議長 発言なしと認めます。よって、報告のとおり承認されました。 

議長 日程８、報告第１号、農地法施行規則第２９条第１号の規定による農地転用届出書

の受理について報告いたします。内容については事務局長より報告します。事務局長。 

事務局長 報告第１号、農地法施行規則第２９条第１号の規定による農地転用届出書の受

理について報告いたしますので、議案書の８ページをお開き願います。農地法施

行規則第２９条第１号では、自作地において２アール未満の農業用施設に転用す

る場合は転用許可不要とされていることから、上山市では、届出を提出いただく

こととしています。整理番号１について、届出者は○○氏、農業であります。細

谷地内の畑１筆、１９１㎡の内４１．３２㎡についてラ・フランス用冷蔵庫を設

置するため転用するもので、土地の所在、面積等の詳細については議案書に記載

のとおりです。以上で報告を終わります。 

議長 ただいまの報告について、質問があれば発言を許します。 

（なしの声あり） 

議長 発言なしと認めます。 

 

議長 日程９、報告第２号、農地法第１８条の規定による通知書の受理について報告いた

します。内容については事務局長より報告いたします。事務局長。 

事務局長 報告第２号、農地法第１８条の規定による通知書の受理について報告いたしま

すので、議案書の９ページをお開き願います。平成２９年度分として４件、平成

３０年度分として２件の届出がございました。なお、整理番号１～４は松沢地区

の土地改良事業に伴う解約です。整理番号１について、貸し人は○○氏、借り人

は○○氏であります。細谷地内の田２筆について解約するもので、土地の所在、

面積等の詳細については議案書に記載のとおりです。以上で報告を終わります。 

議長 ただいまの報告について、質問があれば発言を許します。 

（なしの声あり） 

議長 発言なしと認めます。次に、整理番号２について事務局長より報告いたします。事

務局長。 

事務局長 整理番号２について、貸し人は○○氏、借り人は○○氏であります。細谷地内

の田３筆について解約するもので、土地の所在、面積等の詳細については議案書

に記載のとおりです。以上で報告を終わります。 

議長 ただいまの報告について、質問があれば発言を許します。 
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（なしの声あり） 

議長 発言なしと認めます。次に、整理番号３について事務局長より報告いたします。事

務局長。 

事務局長 整理番号３について、貸し人は○○氏、借り人は○○氏であります。細谷地内

の田３筆について解約するもので、土地の所在、面積等の詳細については議案書

に記載のとおりです。以上で報告を終わります。 

議長 ただいまの報告について、質問があれば発言を許します。 

（なしの声あり） 

議長 発言なしと認めます。次に、整理番号４について事務局長より報告いたします。事

務局長。 

事務局長 整理番号４について、貸し人は○○氏、借り人は○○氏であります。細谷地内

の田１筆について解約するもので、土地の所在、面積等の詳細については議案書

に記載のとおりです。以上で報告を終わります。 

議長 ただいまの報告について、質問があれば発言を許します。 

（なしの声あり） 

議長 発言なしと認めます。次に、整理番号５について事務局長より報告いたします。事

務局長。 

事務局長 整理番号５について、貸し人は○○氏、借り人は○○氏であります。三上地内

の田１筆について解約するもので、土地の所在、面積等の詳細については議案書

に記載のとおりです。以上で報告を終わります。 

議長 ただいまの報告について、質問があれば発言を許します。 

（なしの声あり） 

議長 発言なしと認めます。次に、整理番号６について事務局長より報告いたします。事

務局長。 

事務局長 整理番号６について、貸し人は○○氏、借り人は○○氏であります。高松地内

の田１筆について解約するもので、土地の所在、面積等の詳細については議案書

に記載のとおりです。以上で報告を終わります。 

議長 ただいまの報告について、質問があれば発言を許します。 

（なしの声あり） 

議長 発言なしと認めます。 

 

議長 日程１０、報告第３号、農地法第３条の３第１項の規定による届出について報告い

たします。内容については事務局長より報告いたします。事務局長。 

事務局長 報告第３号、農地法第３条の３第１項の規定による届出について報告いたしま

すので、議案書の１１ページをお開き願います。平成２９年度分として３件、平

成３０年度分として６件の届出がございました。いずれも相続により所有権を取

得したものです。なお、整理番号１と７については農業委員会によるあっせん等

の希望有となっております。以上で報告を終わります。 
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議長 ただいまの報告について、質問があれば発言を許します。 

（なしの声あり） 

議長 発言なしと認めます。 

 

議長 日程１１、報告第４号、使用貸借契約の解約書の届出について報告いたします。内

容については事務局長より報告いたします。事務局長。 

事務局長 報告第４号、使用貸借契約の解約書の届出について報告いたしますので、議案

書の１２ページをお開き願います。平成２９年度分として４件、平成３０年度分

として２件の届出がございました。整理番号１について、貸し人は○○氏、借り

人は○○氏であります。牧野地内の畑４筆について解約するもので、土地の所在、

面積等の詳細については議案書に記載のとおりです。以上で報告を終わります。 

議長 ただいまの報告について質問があれば発言を許します。 

（なしの声あり） 

議長 発言なしと認めます。次に整理番号２について事務局長より報告いたします。事務

局長。 

事務局長 整理番号２について報告いたします。貸し人は○○氏、借り人は○○氏であり

ます。金瓶地内の畑１１筆について解約するもので、土地の所在、面積等の詳細

については議案書に記載のとおりです。以上で報告を終わります。 

議長 ただいまの報告について質問があれば発言を許します。 

（なしの声あり） 

議長 発言なしと認めます。次に整理番号３について事務局長より報告いたします。事務

局長。 

事務局長 整理番号３について報告いたします。貸し人は○○氏、借り人は○○氏であり

ます。須田板地内の畑３筆について解約するもので、土地の所在、面積等の詳細

については議案書に記載のとおりです。以上で報告を終わります。 

議長 ただいまの報告について質問があれば発言を許します。 

（なしの声あり） 

議長 発言なしと認めます。次に整理番号４について事務局長より報告いたします。事務

局長。 

事務局長 整理番号４について報告いたします。貸し人は○○氏、借り人は○○氏で、両

者は親子であります。久保手地内の田４筆について解約するもので、土地の所在、

面積等の詳細については議案書に記載のとおりです。以上で報告を終わります。 

議長 ただいまの報告について質問があれば発言を許します。 

（なしの声あり） 

議長 発言なしと認めます。次に整理番号５について事務局長より報告いたします。事務

局長。 

事務局長 整理番号５について報告いたします。貸し人は○○氏、借り人は○○氏で、両

者は親子であります。藤吾地内の畑１筆について解約するもので、先ほど議第１
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号、農地法第３条の規定による許可申請のうち、賃貸借の設定で議決いただいた

件に伴う解約であります。以上で報告を終わります。 

議長 ただいまの報告について質問があれば発言を許します。 

（なしの声あり） 

議長 発言なしと認めます。次に整理番号６について事務局長より報告いたします。事務

局長。 

事務局長 整理番号６について報告いたします。貸し人は○○氏、借り人は○○氏で、両

者は親子であります。小穴地内の畑１筆について解約するもので、土地の所在、

面積等の詳細については議案書に記載のとおりです。以上で報告を終わります。 

議長 ただいまの報告について質問があれば発言を許します。 

（なしの声あり） 

議長 発言なしと認めます。 

 

議長 日程１２、報告第５号、承認した農地改良届出について報告いたします。内容につ

いては事務局長より報告いたします。事務局長。 

事務局長 報告第５号、承認した農地改良届出について報告いたしますので、議案書の１

４ページをお開き願います。１件の届出がございました。整理番号１について、

所有者は○○氏、施工者は○○株式会社であります。水はけが悪く、隣接者に迷

惑をかけないよう隣地と同じ高さまで盛土し、農作業の効率化を図るものです。

土地の所在、面積等の詳細については議案書に記載のとおりです。以上で報告を

終わります。 

議長 ただいまの報告について質問があれば発言を許します。 

（なしの声あり） 

議長 発言なしと認めます。 

 

議長 日程１３、報告第６号、平成３０年度上山市農業委員会歳入歳出予算について報告

いたします。内容については事務局長より報告いたします。事務局長。 

事務局長 報告第６号、平成３０年上山市農業委員会歳入歳出予算について報告いたしま

すので、別冊総会資料１６ページをお開き願います。 

【以下、総会資料を読み上げて報告】 

議長 ただいまの報告について、質問があれば発言を許します。 

（なしの声あり） 

議長 発言なしと認めます。 

 

議長 日程１４、報告第７号、上山市農業委員会事務局の人事異動について報告いたしま

す。内容については事務局長より報告いたします。事務局長。 

事務局長 報告第７号、上山市農業委員会事務局職員の人事異動について報告いたします

ので、別冊総会資料１７ページをお開き願います。 
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【以下、総会資料を読み上げて報告】 

議長 ただいまの報告について質問があれば発言を許します。 

（なしの声あり） 

議長 発言なしと認めます。最後にお諮りいたします。本総会において議決された議案の

中で、字句、数字等の整理を要するものにつきましては、その整理を議長に委任願い

たいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長 ご異議なしと認めます。よって、字句・数字等の整理を要するものについては、議

長に委任することに決しました。以上をもって、本総会の日程は全部終了いたしまし

た。 

 

（終了時刻 午後３時２３分） 

 

 

議事録署名委員                 

 

 

議事録署名委員                 

 

 


