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第３５４回上山市農業委員会総会議事録 

 

１ 期  日  平成３０年５月２５日（金）午後１時３０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   

傍聴 なし   

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 農地法第５条の規定による許可申請について 

日程５ 議 第３号 第３８１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 上山市農業振興地域整備計画の変更に係る意見について 

日程７ 報告第１号 農地法第４条の規定による農地転用届出書の受理について 

日程８ 報告第２号 農地法第５条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３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４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５号 使用貸借契約の契約書の届出について 

日程 12 報告第６号 非農地証明書の交付について 

日程 13 報告第７号 承認した農地改良届出について 

  

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、５月１７日に告示になりました、第３５４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、各位のお手元に配布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５月１７日、

上山市農業委員会告示第６号により、平成３０年５月２５日、第３５４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５月１８日付農委第２２号をもって、第３５４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、総会資料の配布について、第３５４回上

山市農業委員会総会日程等、関係資料はお手元に配布しております。第４、総会

出欠席委員数について、委員定数１６人、現在出席委員１６人となっております。

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、４番、後藤敏秀委員、１２番、木村辰也委員を指

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 議第１号、農地法第３条の規定による許可申請のうち、賃借権の設定について

説明申し上げますので、議案書の１ページをお開き願います。６件の申請がござ

いました。整理番号１について、貸し人は小穴在住の髙
たか

橋
はし

恒男
つ ね お

氏、農業、借り人

は藤吾在住の山口
やまぐち

敏
とし

広
ひろ

氏であります。藤吾地内の田４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。借

り人の要件としては、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。１０番、山口久志委員。 

山口委員 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。髙橋さんは高齢の

ため縮小するもので、酪農仲間である山口さんがこれまで耕耘、田植え等を行っ

ていたものですが、全てを山口さんに移すもので、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。 
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（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、賃借権の設定の整理番号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。貸し人は楢下在住の齋藤
さいとう

一夫
か ず お

氏、農業、

借り人は楢下在住の齋藤
さいとう

勝
まさる

氏、農業であります。楢下地内の畑２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。１４番、長沼健司委員。 

長沼委員 整理番号２について、現地調査の結果を報告します。５月２１日、勝氏に電話

したところ、しばらく親戚の田植えに行っているということで、電話で聴き取り

をしました。モモ栽培をするため、バックフォーで整地し、作付の準備をしてい

きたいということです。頑張ってモモを作付し農地を使用していくということで

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、賃借権の設定の整理番号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。貸し人は小穴在住の小島
こ じ ま

清子
き よ こ

氏、無職、

借り人は山形市に事務所を有する社会福祉法人 友愛会であります。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、農業常時従事等の要件を満たし

ておりませんが、農地法施行令第６条では、学校法人、社会福祉法人等がその事

業を行うことを目的として農地の権利を取得することを認めております。障がい

者の就労支援の場としての利用を目的としており、農地法施行規則第６条の定め

に合致するため、許可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。５月２１日、友愛会の鈴

木さんから来てもらい現場確認を行いました。障がい者の就労支援として野菜づ

くりをするもので、２０数種類の野菜を栽培管理して販売までもっていきたいと
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いう考え方ですので、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、賃借権の設定の整理番号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。次に整

理番号４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４について説明いたします。貸し人は小倉在住の加藤
か と う

秀一
しゅういち

氏、農業兼

公務員、借り人は小倉在住の長澤
ながさわ

伸
のぶ

英
ひで

氏、農業であります。小倉地内の田畑 計１

２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。１３番、上妻一実委員。 

上妻委員 整理番号４について、現地調査の結果を報告します。５月２２日、伸英氏とい

っしょに現地調査を行いました。３年前から１５ａ余りをりんどう、１２ａ余り

を水田として耕作しておりますが、認定農業者にもなり、頑張ってやっていこう

ということですので、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、賃借権の設定の整理番号４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５についてですが、整理番号６と関連がありますので一括して事務局長より提

案理由の説明をいたします。事務局長。 

事務局長 整理番号５と６について説明いたします。貸し人はそれぞれ、原口在住の木村光
き む ら み つ

彰
あき

氏、農業、及び原口在住の尾形
お が た

治
おさむ

氏、農業、借り人はいずれも金生西在住の酒井
さ か い

多聞
た も ん

氏であります。酒井氏は新規就農希望者であり、原口地内の畑２筆について

ぶどう栽培をするため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。借り人の要件としては、農地法第３条第２項

各号の要件を満たすことは可能であると考えます。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、新規就農希望者については、農地専門委員会で聞き取

り調査を行っておりますので、農地専門委員長より調査結果について報告をお願いし

ます。 

冨田委員長 新規就農希望者である酒井氏より聞き取り調査を行いましたので、結果を報

告します。本日午前１１時より農地専門委員会にて聞き取り調査を行いました。
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県外、名古屋市の出身で、山梨で６年半ワイナリー勤務をしていたということ

です。耕作面積と全て利用の可否、農業従事日数、周囲との調和、営農環境、

全てクリアしております。技術的な指導は、貸し人の尾形さんで、４０ａが成

木で、出荷先も南果連にと確保されており、生活も就農支援金を申請予定で支

障なしですので、新規就農者として頼もしい限りだということで、農地専門委

員会で確認しました。 

議長 ありがとうございました。続いて、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。５番、渡邊智春委員。 

渡邊委員 整理番号５と６について、現地調査の結果を報告します。５月２２日、木村さ

ん、酒井さんと現地確認を行いました。先月、ワインぶどうの苗木を植えたとこ

ろと、５年前に植えた成木とでやっていくとのことで、山梨でワインぶどうに携

わった経験があり、地域と交流をもちながらやっていきたいということですので、

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、賃借権の設定の整理番号５と６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。次に使

用貸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 使用貸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。２件の申請がございました。整理番号１について、貸し人は鮭川村在住

の荒木
あ ら き

みゆき氏、農業、及び川西町在住の吉田
よ し だ

敬一
けいいち

氏、無職、借り人は小穴在住

の鈴木
す ず き

澄子
す み こ

氏、農業であります。小穴、阿弥陀地地内の畑３筆について使用貸借

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１について、現地調査の結果を報告します。５月２３日、鈴木さんの

立会いのもと、現地調査を行いました。借りた自宅周りの農地で、家の貸し人か

らいっしょに借りてほしいという話があり、自給用の野菜をつくって活用したい

ということです。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、使用貸借権の設定の整理番号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） 
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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。貸し人は山形市在住の大澤
おおさわ

セン氏、無職、

借り人は新町在住の庄司
しょうじ

金市
きんいち

氏、農業であります。仙石地内の田２筆について使

用貸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。１５番、髙橋源四郎委員。 

髙橋委員 整理番号２について、現地調査の結果を報告します。５月２０日、庄司氏の立

会いのもと、現地調査を行いました。稲作をするには条件が悪い農地で、長年放

置されていたところです。つくってもらうのはいいことです。土盛りしてそばを

植えたいということですので、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、使用貸借権の設定の整理番号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。 

 

議長 日程４、議第２号、農地法第５条の規定による許可申請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２号、農地法第５条の規定による許可申請について説明いたしますので、

議案書の４ページをお開き願います。３件の申請がございました。なお、５ペー

ジに位置図がございますので併せてご覧願います。整理番号１について、譲渡人

は三本松在住の佐藤
さ と う

安蔵
やすぞう

氏、無職、及び三本松在住の梅津
う め つ

栄治
え い じ

氏、農業、譲受人

は三本松在住の佐藤
さ と う

茂
しげる

氏、無職であります。三本松地内の畑２筆について宅地拡

張するため転用するものであり、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５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 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５条の規定による許可申請のう

ち、整理番号１については許可相当として県知事に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、許可相当として県知事に送付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説明いたします。事務局長。 
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事務局長 整理番号２について、譲渡人は永野在住の齋藤禮
さいとうれい

吉
きち

氏、無職、譲受人は永野在

住の山川
やまかわ

秀男
ひ で お

氏、農業兼会社員であります。永野地内の田１筆について農作業小

屋を建築するため転用するものであり、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５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 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５条の規定による許可申請のう

ち、整理番号２については許可相当として県知事に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、許可相当として県知事に送付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説明いたします。事務局長。 

事務局長 整理番号３について、貸し人は永野在住の山川
やまかわ

秀男
ひ で お

氏、農業兼会社員、借り人

は美咲町在住の山
やま

川元
かわもと

康
やす

氏、会社員であり、両者は親子です。永野地内の畑１筆

について一般住宅を建築するため転用するものであり、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５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 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５条の規定による許可申請のう

ち、整理番号３については許可相当として県知事に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、許可相当として県知事に送付することに決しまし

た。 

 

議長 日程５、議第３号、第３８１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３８１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６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、貸し人は小穴在住の鈴木
す ず き

啓司
け い じ

氏、借り人は小穴在住の鈴木
す ず き

澄子
す み こ

氏

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。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。 
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（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３８１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、貸し人は阿弥陀地在住の吉田
よ し だ

さち子氏、借り人は阿弥陀

地在住の鈴木
す ず き

修一
しゅういち

氏であります。阿弥陀地地内の田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３８１回農用地利用集積計画の賃貸借

等のうち、整理番号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、

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。貸し人は宮脇在住の石山
いしやま

ミツ氏、借り人

は宮脇在住の鈴木
す ず き

正幸
まさゆき

氏であります。宮脇地内の畑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３８１回農用地利用集積計画の賃貸借

等のうち、整理番号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、上山農業振興地域計画の変更に係る意見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４号、上山農業振興地域整備計画の変更に係る意見についてご説明いたし

ますので、別冊議案書をご覧ください。なお、最後のページに計画図があります

ので、併せてご覧ください。今回は３案件について意見を求められております。

案件１については、東北中央自動車道用地、国道１３号用地としての道路用地、

案件２については、農村地域への産業の導入に関する実施計画用地として農村地

域の維持・発展に資するため産業導入地区を定めるもの、案件３については、農
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業上の土地利用を進める具体的な見通しがない山林原野であります。それぞれ農

用地区域から除外するもので、除外する土地の所在・面積は、一覧表にあります

とおり、藤吾字前高宇カ内林１６４１番地の４、面積６，８３３㎡ から権現堂字

北ノ山３５３番地の１７、面積１，５９８㎡まで、４７６筆１，２７６，２５１

㎡であります。農用地からの除外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。上山農業振興地域整備計画の変更に係る

意見については、原案のとおり市長に意見を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、原案のとおり市長に意見を送付することに決しま

した。 

 

議長 日程７、報告第１号、農地法第４条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いたします。事務局長。 

事務局長 報告第１号、農地法第４条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７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、届出者は新町在住の布川
ふ か わ

慶三
けいぞう

氏、会社員であります。新町

一丁目地内の畑１筆について、一般住宅建設のために転用するもので、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８、報告第２号、農地法第５条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いたします。事務局長。 

事務局長 報告第２号、農地法第５条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。７件の届出がございました

が、関連がありますので一括して説明いたします。なお、１０ページに位置図が

ありますので併せてご覧願います。整理番号１～７について、譲受人は八日町に

事務所を有する有限会社 山形第一不動産、譲渡人はそれぞれ、矢来在住の大場
お お ば

正昭
まさあき

氏、美咲町在住の羽島
は し ま

健一
けんいち

氏、矢来在住の佐藤
さ と う

良
りょう

三郎
さぶろう

氏、八日町在住の佐藤
さ と う

栄
えい

助
すけ

氏、矢来在住の五十嵐
い が ら し

一郎
いちろう

氏、旭町在住の草刈
くさかり

文子
ふ み こ

氏、八日町在住の柏倉
かしわぐら

善
ぜん

三
ぞう

氏となっております。矢来四丁目地内の畑 計１０筆について、宅地分譲のため

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。 
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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９、報告第３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１８条の規定による通知書の受理について説明いたしま

すので、議案書の１１ページをお開き願います。２件の届出がございました。整

理番号１について、貸し人は原口在住の尾形
お が た

治
おさむ

氏、借り人は原口在住の尾形
お が た

昌男
ま さ お

氏であります。先ほど議第 1号で議決いただきました農地法第３条の賃貸借権の

設定のための解約であり、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。貸し人は金谷在住の鏡彌
かがみや

次郎
じ ろ う

氏、借り人

は山形市に事務所を有する公益財団法人やまがた農業支援センターであります。

金谷地内の畑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１０、報告第４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４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１２ページをお開き願います。５件の届出がございましたが、

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５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。 

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５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５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１３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
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いて、貸し人は金谷在住の鈴木曻
すずきしょう

一
いち

氏、借り人は金谷在住の鈴木
す ず き

恵一
けいいち

氏であり、

両者は親子です。農地中間管理機構へ貸し付けるために解約するもので、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６号、非農地証明書の交付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、非農地証明書の交付について報告いたしますので、議案書の１４

ページをお開き願います。なお、１５ページに位置図がございますので、併せて

ご覧願います。３件の申請がございました。整理番号１について、申請人は三本

松在住の土屋
つ ち や

英
ひで

昭
あき

氏であります。市街化調整区域内にある三本松地内の畑１筆に

ついて申請があったものです。平成元年頃から宅地として利用してきたもので、

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。農地性を失っ

て２０年以上経過していることから、非農地証明を発行したものです。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。申請人は金生在住の須田
す だ

勲
いさお

氏であります。

市街化区域内にある石堂地内の畑２筆について申請があったものです。昭和４０

年頃から宅地として利用してきたもので、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。農地性を失って２０年以上経過していることから、

非農地証明を発行したものです。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。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。申請人は八日町在住の柏倉
かしわぐら

勇
ゆう

市
いち

氏であり

ます。市街化区域内にある矢来四丁目地内の畑１筆について申請があったもので

す。平成元年３月２０日付けで転用届を提出し、以後、駐車場として利用してい

ましたが、地目変更を怠っていたため、非農地証明書を発行したものです。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。 

 

議長 日程１３、報告第７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７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

６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、

届出者は阿弥陀地在住の鈴木
す ず き

章夫
あ き お

氏、施工者は高野に事務所を有する株式会社 後

藤工業であります。栽培に適した土壌に改良するため盛土を行うもので、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。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いては、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、本日の総会の日程は全部終了いたし

ました。 

 

（終了時刻 午後２時１７分） 

   

 

議事録署名委員                   

  

 

議事録署名委員                   

 

 


