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第３７８回上山市農業委員会総会議事録 

 

１ 期  日  令和２年５月２５日（月）午後１時３０分開会 

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   

傍聴   人   

４ 欠席委員 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４１８回農用地利用集積計画（所有権移転）について 

日程５ 議 第３号 第４１９回農用地利用集積計画（利用権設定）について 

日程６ 報告第１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７ 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８ 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９ 報告第４号 非農地証明書の交付について 

日程 10 報告第５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 漆山徹、係長 柏倉昌範、係員 大沼織江、係員 齋藤啓華 
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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１８日に告示になりました、第３７８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、令和２年５月１８日、

上山市農業委員会告示第７号により、令和２年５月２５日、第３７８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

５月１８日付農委第２９号をもって、第３７８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３７８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１５人となっております。な

お、１２番、木村辰也委員より欠席する旨の連絡が来ております。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。譲渡人は○○氏、農業、譲受人は○○氏、

農業兼教員であります。○○氏は新規就農希望者であり、上山市の空き家バンク

に登録された空き家を購入するにあたり、空き家に付随した蔵王地内の畑５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。なお、これらの農地を別段の面積に係る区域指定（地番指定）

することについては、本年２月第３７５回総会で議決いただいております。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、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
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ます。 

冨田委員長 ○○氏から聞き取り調査を行いましたので、結果を報告します。○○氏は５

６歳、特別支援学校での授業の中で子どもに農業を教えております。お父さん

が元農家であり、本人の退職までは手伝えるとのことです。面積が１町歩以上

ありますが、徐々に再生していく予定です。この案件は空き家バンク登録の農

地付き空き家の第 1 号となります。機械類も所有しております。有害鳥獣対策

が必要と思われますが、許可相当と考えます。 

議長 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。１番、山

川光照委員。 

山川委員 整理番号１について、現地調査の結果を報告します。５月２４日に○○氏とそ

のご両親立会いのもと調査してまいりました。今はお父さんが毎日来ており、○

○氏は休日にしか来れないとのことです。ずいぶん、お父さんがやる気になって

いるようです。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

ち所有権の移転の整理番号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、

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。貸し人は○○氏、○○、借り人は○○氏、

農業であります。細谷地内の田１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、説明します。５月２０日に○○氏と面談し現地確認して

きました。親戚の方がだいぶ長い間遊休状態にしていた農地で、その方も２年く

らい入院してまわりでも迷惑しているため、親戚の○○が借りて大豆を作付する

ものです。まわりはラフランス畑、田です。ちょうど隣が松沢地区の第２期工事

で改良工事が入るとのことで、それに合わせてきれいにして大豆を作付するとの

ことです。 

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） 
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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。 

 

議長 日程４、議第２号、第４１８回農用地利用集積計画の所有権移転について議題とい

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４１８回農用地利用集積計画の所有権移転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。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。譲受人は○○、認定農業者、譲渡人は○

○氏でございます。三上地内の畑５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。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） 

議長 発言なしと認めます。お諮りいたします。第４１８回農用地利用集積計画の所有権

移転のうち、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、第４１９回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３号、第４１９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４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○○、認定農業者、貸し人は○

○氏であります。原口地内の畑２１筆について、期間満了に伴い使用貸借権を再

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項各号の要件を満

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４１９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６、報告第１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

舌 
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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５ページをお開きください。１件の届出がございました。 

整理番号１について説明いたします。譲渡人は、○○氏、譲受人は○○です。

長清水三丁目地内の畑１筆について、宅地造成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。 

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７、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６ページをお開きください。２件の届出がございました。 

整理番号１について説明いたします。貸し人は○○氏、借り人は○○でありま

す。権現堂地内の田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について説明いたします。貸し人は○○氏、借り人は○○でありま

す。小倉地内の採草放牧地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。 

 

議長 日程８、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７ページをお開きください。２件の届出があり、全て相続によ

り所有権を取得したものです。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。 
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議長 日程９、報告第４号、非農地証明書の交付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４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８ペ

ージをお開きください。２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。申請人は○○氏であります。長清水三丁

目地内の畑４筆について申請があったものです。昭和４４年９月から宅地として

利用していたもので、土地の所在、面積等の詳細は議案書に記載のとおりです。

過去に転用許可を得ていたことから、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。申請人は、○○氏であります。高野地内

の畑１筆について申請があったものです。昭和３６年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５号、承認した農地改良届出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９

ページをお開きください。２件の届出がございました。 

整理番号１について説明いたします。所有者は○○氏、施工者は○○でありま

す。平成３１年度第１号の届出の期間を延長し、引き続き隣接地と同程度の高さ

まで盛土を行うもので、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。次に整理番号２について事務局より報告いたします。事務局

長。 

事務局長 整理番号２について説明いたします。所有者は○○氏、施工者は○○でありま

す。田を畑に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。 
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（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５５分） 

   
 

議事録署名委員                  
 

   

 議事録署名委員                  


