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第３５５回上山市農業委員会総会議事録 

 

１ 期  日  平成３０年６月２５日（月）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 なし 

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 第３８２回農用地利用集積計画（賃貸借等）について 

日程５ 議 第３号 上山農業振興地域計画の変更に係る意見（変更）について 

日程６ 報告第１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７ 報告第２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８ 報告第３号 非農地証明書の交付について 

日程９ 報告第４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、６月１５日に告示になりました、第３５５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６月１５日、

上山市農業委員会告示第７号により、平成３０年６月２５日、第３５５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６月１８日付農委第３５号をもって、第３５５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３５５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、５番、渡邊智春委員、１３番、上妻一実委員を指

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。２件の申請がござい

ました。整理番号１について、譲渡人は○○氏、会社員、譲受人は○○氏、農業

であります。楢下地内の畑９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。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。６月２５日、○○

氏立会いのもと現地で確認を行いました。さくらんぼが栽培され、よく手入れさ

れており収穫もまもなく終わりでした。家から通える範囲であり、従事日数等の

要件を満たしますので、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。 
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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、所有権の移転の整理番号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。譲渡人は○○氏、無職、譲受人は○○氏、

農業であります。小白府地内の畑１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。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。３番、江口勘四郎委員。 

江口委員 整理番号２について、現地調査の結果を報告します。６月２４日、○○氏立会

いのもと現地確認を行いました。農地の上と下に○○さんの農地があり、○○さ

んが４０年前に転出してからは、荒廃農地となっておりましたが、今回買って整

地した後、そばを植えたいということで、きれいに管理されることになりますの

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、所有権の移転の整理番号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２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○○氏、農

業、借り人は○○氏、農業兼自営業であり、両者は親子であります。小倉地内の

田畑 計７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、経営移譲年金受給の

ための再設定であり、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について、現地調査の結果を報告します。６月１８日、○○さんと

現場で調査を実施しました。経営移譲年金受給のためであり、きれいに管理され

ておりますので、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。 
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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、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） 

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、農業兼自営業、借り人

は株式会社○○であります。会社に農業部門を新設するために、田７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。１３番、上妻一実委員。 

上妻委員 整理番号２について、現地調査の結果を報告します。大型の機械を買って中山

間の農作業の委託を受けており、乾燥調製、コンバインによる刈取りなどをして

おり、今回農業部門を法人化するということで、一生懸命がんばっていこうとい

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、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、第３８２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２号、第３８２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３ページをお開き願います。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、借り人は○○氏であります。三上地内の田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。農地

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３８２回農用地利用集積計画の賃貸借

等のうち、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。 
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（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５、議第３号、上山農業振興地域計画の変更に係る意見（変更）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、上山農業振興地域整備計画の変更に係る意見（変更）についてご説

明いたしますので、追加した議案書をご覧ください。本件につきましては、５月

総会で議決いただいたものですが、農業振興地域整備計画の変更についての山形

県との協議で、山林原野部分を農用地区域からはずさないこととしたため、求め

られた意見の内容部分について山林原野部分についての意見を削除するものです。

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（変更）については、原案のとおり変更して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６、報告第１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１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４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○○氏、借り人は有限会社○○であります。永野地内

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について報告いたします。貸し人は○○氏、借り人は有限会社○○

であります。永野地内の田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。 
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議長 日程７、報告第２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２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５ページをお開き願います。７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３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８、報告第３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３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６ペ

ージをお開き願います。なお、７～８ページに位置図がございますので、併せて

ご覧願います。今回の４件は、３月総会案件を取りまとめた後に申請があったも

のであり、本来であれば４月の総会で報告する分でしたが、抜けておりましたの

で、今回で報告させていただきます。また、整理番号２～４は平成２８年度の地

籍調査の対象になっており、それぞれ地目変更可と回答しております。整理番号

１について、申請人は○○氏であります。畑１筆について申請があったもので、

申請地は昭和５２年頃から○○氏の自宅敷地として利用されております。それぞ

れが自分の土地と思って利用していた土地の名義が逆であったため、利用に合わ

せて名義変更を行うために申請したもので、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○○氏であります。市街化区域

内である鶴脛町一丁目地内の畑１筆について申請があったものです。昭和６３年

以前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○○氏であります。市街化区域
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内である新湯地内の畑２筆について申請があったものです。昭和４２年以前から

○○の敷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） 

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。申請人は有限会社○○であります。市街

化区域内である鶴脛町一丁目地内の畑４筆について申請があったものです。昭和

５２年８月６日付けで転用届を提出し、以後、通路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） 

議長 発言なしと認めます。 

 

議長 日程９、報告第４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４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９

ページをお開き願います。２件の届出がございましたが、関連がありますので一

括して報告いたします。整理番号１と２について、届出者は○○氏、及び○○氏、

施工者は株式会社○○であります。道路工事により側溝が使えず、水が引けなく

なったため、畑として利用するため盛土するもので、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。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１時５９分） 
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議事録署名委員                  

 

  

議事録署名委員                  

 


