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第３７７回上山市農業委員会総会議事録 

 

１ 期  日  令和２年４月２４日（金）午後２時開会 

２ 場  所  市役所大会議室 

３ 出席委員  １５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   なし   

 傍 聴   なし   

４ 欠席委員 ８番 原田広幸委員、１２番 木村辰也委員 

 

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 第４１７回農用地利用集積計画（利用権設定）について 

日程５ 議 第３号 令和２年度上山市農業委員会運営方針について 

日程６ 承認第１号 令和元年度上山市農業委員会事業報告について 

日程７ 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８ 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９ 報告第３号 令和２年度上山市農業委員会歳入歳出予算について 

日程 10 報告第４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 漆山徹、係長 柏倉昌範、係員 大沼織江、係員 齋藤啓華 

 

７ 会議の概要 

議長（会長） 定刻になりましたので、４月１６日に告示になりました、第３７７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。 



 2 

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、令和２年４月１６日、

上山市農業委員会告示第６号により、令和２年４月２４日、第３７７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、令和２年

４月１７日付け農委第１６号をもって、第３７７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３７７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１４人となっております。な

お、８番、原田広幸委員、１２番、木村辰也委員から、欠席する旨の連絡がきて

おります。以上で報告終わります。 

 

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、１１番、木村正委員を指名

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。７件の申請がございました。

整理番号１についてご説明いたします。整理番号１及び２は関連がありますので、

一括して説明いたします。譲渡人、譲受人はそれぞれ○○氏、農業、○○氏、農

業であります。権現堂及び金谷地内の畑計２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。１５番、髙橋源四郎委員。 

髙橋委員 整理番号１及び２について、現地調査の結果を報告します。４月１９日、両人

立会いのもと調査してきました。何十年も前から○○さんが作っていたそうで、

○○さんの農地が隣にあったことから交換するものであり、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１及び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。次に、

所有権移転の整理番号３及び４については関連がありますので、事務局長より一括し

て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及び４について説明いたします。譲渡人及び譲受人はそれぞれ○○

氏、農業、○○氏、農業であります。細谷地内の畑計２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。４番、後藤敏秀委員。 

後藤委員 整理番号３及び４について、現地調査の結果について報告します。４月１９日、

お二人立会いで現地調査を行いました。５０～６０年前に１枚の田を半分にした

とのことですが、作っているところと登記が逆になっていることから、相互交換

を行うものです。現在はすもも、ブドウが作付されており、要件をクリアします

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。 

長沼委員 面積が同じだが、間違いはないでしょうか。 

後藤委員 私も確認したのですが、面積を等分したもののようです。 

長沼委員 実測すると違うかもしれないということでしょうか。 

後藤委員 そのとおりです。 

議長 ほかにありませんか。 

（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及び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、

所有権移転の整理番号５及び６については関連がありますので、事務局長より一括し

て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及び６について説明いたしますので、議案書の２ページをお開きく

ださい。譲渡人及び譲受人はそれぞれ○○氏、農業、○○氏、農業であります。

細谷地内の畑計２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。４番、後藤敏秀委員。 

後藤委員 整理番号５及び６について、現地調査の結果について報告します。先ほどと同
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様に作っているところと登記が違うところについて交換するものです。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、所有権移転の整理番号５及び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、

所有権移転の整理番号７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７について説明いたします。譲渡人は○○氏、自営業、譲受人は○○

氏、農業であります。北町本丁地内の畑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。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。２番、吉田とも委員。 

吉田委員 整理番号７について、現地調査の結果について報告します。４月１８日に○○

氏立会いで確認いたしました。○○氏の農地の隣にあり管理可能と考えます。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、所有権移転の整理番号７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ページをお開きくださ

い。６件の申請がございました。整理番号１から５は関連がありますので、一括

して説明いたします。貸し人は、○○氏、農業、○○氏、無職、○○氏、会社員、

○○氏、農業、及び○○氏、公務員、借り人は社会福祉法人○○であります。金

谷及び永野地内の畑１０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。農地法施行令第２条では、社会

福祉事業等を行うことを目的として設立された法人で、営利を目的としない法人

がその権利を取得しようとする農地を当該目的に係る業務の運営に必要な施設の

用に供すると認められる場合には、農地の権利を取得することは可能であるとし

ています。本件につきましては、障害者総合支援法に基づき、障害者の就労支援

の場として利用するにあたり賃借権を設定するものであり、本規定に該当するた
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め、許可相当と考えます。なお、この場合においては、通常の許可要件である、

全部効率利用要件等は適用除外となります。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、新規参入希望者については、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 ４月１６日に第１回農地専門委員会をコロナウィルスの関係で会長の私と長沼

農地専門委員長代理の二人の出席で開催いたしました。社会福祉法人○○から野菜栽

培計画を提出いただきました。就労支援であり儲けるためではないとのことで、畑１

０筆は地番がバラバラですが３カ所にまとまって管理可能であり、許可相当と考えま

す。 

議長 ありがとうございました。続い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。１５番、髙橋源四郎委員。 

髙橋委員 整理番号１から５について、現地調査の結果について報告します。冨田委員か

ら説明があったとおりです。地域住民とも仲良くやっております。５万円の賃料

についてはハウス、水代等が含まれております。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

ち賃借権設定の整理番号１から５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６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６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。大門地内の田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、地区担当委員である私から現地調査の結果について報

告します。４月２１日お二人から聞き取りを行いました。○○氏が高齢のため耕作を

依頼されたもので、地域の農地荒廃を防ぎたいとのことでした。そばの栽培を予定し

ております。許可相当と考えます。 

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。 
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議長 日程４ 議第２号、農用地利用集積計画の利用権設定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４１７回農用地利用集積計画の利用権設定について説明いたしま

すので、議案書の６ページをお開きください。１件の申請がございました。整理

番号１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。細谷地内の田１筆について、期間満了に伴い賃借権を再設定するも

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、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４１７回農用地利用集積計画の利用権

設定のうち、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。 

 

議長 日程５ 議第３号、令和２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

４ページをお開きください。 

【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あります。また、以下、（２）農地調整関係業務の適正

執行、（３）農地中間管理事業、（４）農地利用の最適化の推進、（５）農政、農業

振興の活性化、（６）研修事業の実施、（７）認定農業者の育成・確保、（８）農業

者年金への加入促進と組織への支援活動、（９）農業委員会業務に係る相談活動の

充実・強化、（１０）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、

それぞれ記載のとおり実施してまいります。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３号令和２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と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６ 承認第１号、令和元年度上山市農業委員会事業報告について、会長職務代
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理者、各専門委員長、広報紙編集委員長、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、令和元年度上山市農業委員会事業報告について説明いたしますの

で、７ページをお開きください。令和元年度上山市農業委員会事業報告について、

農業委員の業務では、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。制度改正で、農業委員会の大きな役割として位置づけ

られた「農地の利用最適化」については、最適化推進会議の開催や各農業委員、

推進委員が個々に活動し、担い手への集約、新規就農者の支援などに努めながら、

全体として農地の有効活用に向けた取組みを進めました。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、農家の意見を聴
ちょう

するなどして、市長に対して意見

および要望書を提出しました。（１）～（６）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、農政専門委員長代理お願いします。 

上妻委員長代理 農政に関することについて報告いたしますので、１２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。また、以下、（２）意見・要望、（３）農業労働力関係、

（４）賃借料情報の提供について、それぞれ記載のとおり実施しました。

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、１３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２８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、資料に記載のとおりの状況です。（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うとともに、遊休農地の所有者に対しては、その

解消に向け農地利用意向調査を実施し指導を行いました。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



 8 

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、

令和元年度は休止しました。（６）農地法等に基づく許可・届出の状況について、

令和元年度の事務処理状況を１４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、１５ページをお開きくださ

い。（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、１１月２５日、３月２５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、１６ページをお開きください。

（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

年度の新規加入者はありませんでした。（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うえ、現況届は農業者年金基金に送付しており

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７ 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７ページをお開きください。令和元年度分として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○○に事務所を

有する○○であります。細谷地内の畑１筆の一部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。権現堂地

内の畑６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。 
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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８ 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８ページをお開きください。令和元年度分として３件、令和２

年度分として３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２、３及び６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９ 報告第３号、令和２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３号、令和２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

すので、別冊総会資料１７ページをお開きください。 

【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。 

木村（正）委員 歳入と歳出が合わない理由はなんでしょうか。 

事務局長 自主財源を充当しており、市の持ち出し分となります。 

木村（正）委員 監査はどうなっているのか。 

事務局長 市議会より決算の議決を得ております。 

木村（正）委員 分かりにくいので、記載方法を工夫すべきではないでしょうか。 

大澤委員 歳入と歳出は同じ額にすべきではないでしょうか。 

事務局長 記載方法については来年に向けて検討します。 

議長 関係予算の報告であり市予算の一部ということです。ほかにありませんか。 

（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、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４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、１８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 異動してきた柏倉副主幹より一言あいさつをお願いします。 
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柏倉副主幹 ４月１日付で異動してきました柏倉と申します。昨年度までは隣の農林夢づ

くり課におりましたのでご存知の方もいらっしゃるかと思います。よろしくお

願いいたします。 

議長 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） 
 

 

議事録署名委員                 

 
 

議事録署名委員                 

 

 

 

 


