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第３６回農業委員会総会会議録 

 

１ 開催日時  令和２年６月１５日（月） 午前９時 

 

２ 開催場所  柳井市役所３階大会議室 

 

３ 出席委員 １番 寺西 久美子 君 ２番 岡本  幸子 君 

 ３番 齋藤  貴之 君 ４番 吉 弘  功 君 

 ５番 勝本  澄人 君 ６番 長田  勝一 君 

 ７番 下土井  進 君 ８番 岩政  幸人 君 

 ９番 中元  茂雄 君 １０番 鈴木  喜義 君 

 １１番 清重  一男 君 １２番 宮本  三雄 君 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

４ 欠席委員 １３番 槇本  正男 君  

   

   

 

５ 説明のため出席した者  

 事務局長     伊藤  義人 君 

 次   長     下前  真一 君 

 

 

 

 

６ 記事ならびに議事録調整者 

 職   員    菅岡  利夫 君 
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会議に付議した事項 

 

議案第１５５号  農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

議案第１５６号  農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

議案第１５７号  農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積

 計画の決定について 

議案第１５８号  農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積

 計画の決定について（農地中間管理事業） 

議案第１５９号  農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定による農 

用地利用配分計画案の決定について 

議案第１６０号  令和元年度農業委員会活動の点検・評価(案)及び令和２年度活動 

計画(案)について 

議案第１６１号  農地移動適正化あっせん基準の一部改正について 
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第３６回農業委員会総会次第 

 

局長 伊藤君 

 

槙本会長が、入院されておられるため、本日総会の方を欠席されます

ので、宮本職務代理者に議長をよろしくお願いいたします。 

 

議長 宮本君 

 

それでは、私が本日は代理で行います。 

ただ今より、第３６回農業委員会総会を開会いたします｡ 

出席委員は、槙本会長を除きまして、１２名で、定足数に達しておりま

すので、総会は成立しております。 

 

議長 宮本君 

 

会議録署名委員の指名を行います。 

会議録署名委員は、会議規則第１６条の規定により、議長において清

重委員と寺西委員にお願いいたします。 

よろしくお願いいたします。 

次に、会期につきましては、本日一日限りとしたいと思います。 

ご異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

はい、異議なしと認めます。 

よって会期は、本日一日限りと決定いたします。 

 

議長 宮本君 それでは、ただいまより議事に入ります。 

議案第１５５号を上程します。 

事務局から調書の説明をお願いいたします。 

 

局長 伊藤君 

 

議案第１５５号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

申請人（田 ９，５１６㎡ 畑 ８２４㎡ ）から別紙調書のとおり農

地所有権等取得のため、農地法第３条第１項の規定による申請があっ

たので、許可の可否について意見を求めます。 

令和２年６月１５日提出 柳井市農業委員会長 槇本 正男。 

調書につきましては、下前次長が説明いたします。 

 

次長 下前君 

（３条－１） 

それでは、調書に基づきましてご説明申し上げます。 

整理番号１番でございます。 

申請地は、●●●●●●番● 地目 田 面積４，２０２㎡ 外６筆 

合計 田 ９,５１６㎡ 畑 ８２４㎡です。 

権利の種類は、所有権の移転です。 

受人は、●●でコンビニの経営及びアパート等の賃貸業を営む法人の

役員です。 

申請地を取得し営農による収入を見込み、申請地にみかんなど柑橘類

の果樹を作付けする計画です。 
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営農については、●●に居住の兄弟も交えて営農をする計画です。 

渡人は、耕作管理が困難なため、渡人所有の空き家も含めて受人に譲

り渡すものです。 

申請地は、位置図に示していますが、●●●●から北東へ約４㎞の距

離にある ●●●●にある農地です。 

●●●●の傍の農地です。 

本件につきまして、審査基準の適合については、別紙現地調査票のと

おり、全部効率利用要件、農作業常時従事要件、下限面積要件、地域と

の調和要件を審査した結果適当と考えられます。 

よって、農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件のすべ

てを満たしていると考えます。 

以上で事務局からの説明を終わらせていただきます。 

 

議長 宮本君 はい、ありがとうございます。 

それでは、ご審議をお願いいたします。 

整理番号１番につきましては、●●地区担当委員の意見を求めます。 

●●委員。 

 

●番 ●●君 今説明がございましたように、●●はですね、どこも一緒であります

が、特に耕作放棄地が年々増加しておりまして、大変農業者が少なく

なっている地域でございまして、地域の農業の活性化のためになるの

ではないかと思っております。 

当事者から果樹園の設置計画が出ておりますが、その基準に基づきま

して事業の展開を進めていただければ、大変ありがたいことと思って

おります。 

どうかよろしくご審議の程お願い申し上げます。 

 

議長 宮本君 はい、ありがとうございます。 

整理番号１番につきまして、他に質問はございませんか。 

 

１１番 清重君 

 

営農計画に出ている果樹の種類は色々あると思うんですが、どういう

ものを考えておってんかね。 

 

次長 下前君 

 

今聞いているのは、みかんとかレモンなどを考えているようです。 

 

１１番 清重君 

 

 

あそこは気温も高くなく山間部で、柑橘は寒さに弱いんで、そこのと

ころをよく考えてもらわんと。 

植えさえすれば良いということではないので。 

 

次長 下前君 申請人は、農業大学校に行かれて、今後の植える果樹の選定とか、それ
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 も含めて農業大学校の先生とかの指導を仰ぎながらやっていきたいと

のことでした。 

 

議長 宮本君 他にございませんか。 

（質疑なしの声あり） 

 

議長 宮本君 それでは、質問なしなので、質疑を終了しまして、整理番号１番 議案

第１５５号につきましては、原案のとおり可決・承認することについ

て、ご異議のない方は挙手をお願いいたします。 

（全員異議なく挙手） 

はい、ありがとうございます。 

全員挙手と認めます。 

よって、議案第１５５号につきましては、可決・承認と決します。 

 

議長 宮本君 続きまして、議案第１５６号を上程します。 

事務局から説明をお願いします。 

 

局長 伊藤君 議案第１５６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

申請人 外３名（田 ４，３９２㎡ 畑 １，５５４㎡）から別紙調書

のとおり農地転用を目的とする所有権等取得のため、農地法第５条第

１項の規定による申請があったので、許可の可否について意見を求め

ます。 

令和２年６月１５日提出 柳井市農業委員会長 槇本 正男。 

調書につきましては、下前次長が説明いたします。 

 

（５条－１） 

 

 

それでは、調書に基づきましてご説明申し上げます。 

整理番号１番でございます。 

申請地は、●●●●●●番● 地目 田 面積１，３９３㎡です。 

受人は、●●で建築工事及び太陽光発電事業を営む法人で、売電収入

を見込みパネル設置面積４６１．１７㎡、発電出力４９．５kwを建設

するものです。 

渡人は、遠隔地に居住し、管理が困難なため譲り渡すものです。 

申請地は、位置図に示しておりますが、●●●●から北西へ８００ｍ

の距離にある、●●に位置する農地です。 

●●と●●の間の所になります。 

本件につきまして、審査基準の適合については、別紙現地調査票のと

おり、整理番号１番の農地区分は、都市計画法による用途地域内の農

地であり、第３種農地と判断されます。 

「立地基準」、「一般基準」について審査した結果、適当と考えます。 
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（５条－２） 

 

 

続きまして、整理番号２番でございます。 

申請地は、●●●●●●番● 地目 畑 面積１，５５４㎡です。 

受人は、整理番号１番と同一の法人で、売電収入を見込みパネル設置

面積４２７．３７㎡、発電出力４９．５kwを建設するものです。 

渡人は、遠隔地に居住し、管理が困難なため譲り渡すものです。 

申請地は、位置図に示していますが、●●●●から南西へ４６０ｍの

距離にある、●●から西に５０ｍの距離に位置する農地です。 

本件につきまして、審査基準の適合については、別紙現地調査票のと

おり、整理番号２番の農地区分は、公共投資の対象となっていない１

０ha未満の小集団の農地であり、第２種農地と判断されます。 

「立地基準」、「一般基準」について審査した結果、適当と考えます。 

 

（５条－３） 

 

 

続きまして、整理番号３番でございます。 

申請地は、●●●●●●番● 地目 田 面積９２０㎡です。 

受人は、●●に居住する会社役員です。 

売電収入を見込みパネル設置面積４２３．００㎡、発電出力４９．５kw

を建設するものです。 

渡人は、整理番号２番と同一人物で遠隔地に居住し、管理が困難なた

め譲り渡すものです。 

申請地は、位置図に示していますが、●●●●から南西へ４４０ｍの

距離にある、●●に沿った農地で、整理番号２番の申請地の東に１０

ｍの距離にある農地です。 

本件につきまして、審査基準の適合については、別紙現地調査票のと

おり、整理番号３番の農地区分は、公共投資の対象となっていない１

０ha未満の小集団の農地であり、第２種農地と判断されます。 

「立地基準」、「一般基準」について審査した結果、適当と考えます。 

 

（５条－４） 

 

 

続きまして、整理番号４番でございます。 

申請地は、●●●●●●番● 地目 田 面積２，０７９㎡です。 

受人は、●●に本社を置く太陽光発電事業を営む法人です。 

売電収入を見込みパネル設置面積７９３．７７㎡、発電出力４９．５kw

を建設するものです。 

渡人は、受人の要望に応じ譲り渡すものです。 

申請地は、位置図に示していますが、●●●●から西へ２．５㎞の距離

にある、●●に沿った農地です。 

本件につきまして、審査基準の適合については、別紙現地調査票のと

おり、整理番号４番の農地区分は、公共投資の対象となっていない１

０ha未満の小集団の農地であり、第２種農地と判断されます。 

「立地基準」、「一般基準」について審査した結果、適当と考えます。 

以上で、事務局からの説明を終わらせていただきます。 
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議長 宮本君 はい、ありがとうございます。 

以上で、補足説明を終わります。 

それでは、ご審議をお願いいたします。 

整理番号１番につきましては、●●地区担当委員の●●さんお願いい

たします。 

 

●番 ●●君 整理番号１番につきましては、自治会は●●でございまして、西北に

あたる所は●●が走っておりまして、東南、南側につきましては住宅

地でございますが、色々な事を調べてみまして、基準にすべてに適合

だというふうなことで、住宅地にも何ら問題はないというふうに思い

ますので、ひとつご審議の程よろしくお願い申し上げます。 

 

議長 宮本君 はい、整理番号１番につきまして、他に質問はございませんか。 

（質疑なしの声あり） 

はい、質疑なしと認めます。 

 

議長 宮本君 次に、整理番号２番、３番につきまして、●●地区担当の●●委員お願

いします。 

 

●番 ●●君 整理番号２番、３番につきましては、先程事務局の方から説明があっ

たとおりでございまして、６月１日に現地に行きまして、審査した結

果、適当と認めました。 

ご審議をよろしくお願いします。 

 

議長 宮本君 はい、ありがとうございます。 

整理番号２番、３番に、他に質問はございませんか。 

（質疑なしの声あり） 

はい、質疑なしと認めます。 

 

議長 宮本君 次に、整理番号４番につきまして、●●地区担当委員の意見を求めま

す。 

●●委員。 

 

●番 ●●君 整理番号４番ですが、ただいま事務局より詳しい説明がございました

とおりで、地元との協議もできているようです。 

何ら問題はないと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

議長 宮本君 はい、整理番号４番につきまして、他に質問はございますか。 

（質疑なしの声あり） 
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はい、質疑なしと認めます。 

 

議長 宮本君 質疑を終了しまして、整理番号１番から４番までを可決・承認するこ

とについて、異議がない方は挙手をお願いいたします。 

（全員異議なく挙手） 

はい、全員挙手と認めます。 

よって、議案第１５６号につきましては、可決・承認と決します。 

 

議長 宮本君 続きまして、議案第１５７号を上程します。 

事務局からの説明をお願いいたします。 

 

局長 伊藤君 議案第１５７号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定によ

る農用地利用集積計画の決定について 

別紙調書のとおり農用地利用権等設定のため、農業経営基盤強化促進

法第１８条第１項の規定に基づき、この会の意見を求めます。 

令和２年６月１５日提出 柳井市農業委員会長 槇本 正男。 

調書につきましては、下前次長が説明いたします。 

 

次長 下前君 それでは、ご説明申し上げます。 

市長より令和２年６月１５日付けで農用地利用集積計画の決定を求め

られています。 

１件、１筆、２，１８３㎡の更新新規の利用権の設定でございます。 

以上の計画要請の内容は、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の

経営面積・従事日数などの各要件を満たしていると考えます。 

以上で、事務局からの説明を終わらせていただきます。 

 

議長 宮本君 はい、補足説明を終わります。 

それでは、議案第１５７号につきましてご審議をお願いいたします。 

質疑は、ございませんか。 

 （間をおいて） 

ないようですね。 

質疑なしと認めます。 

 

議長 宮本君 それでは、質疑を終了しまして、議案第１５７号につきましては、原案

のとおり可決・承認することにつきまして、ご異議のない方は挙手を

お願いいたします。 

（全員異議なく挙手） 

はい、全員挙手と認めます。 

よって、議案第１５７号につきましては、可決・承認と決します。 
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議長 宮本君 

 

続きまして、議案第１５８号を上程します。 

事務局からの説明をお願いいたします。 

 

局長 伊藤君 議案第１５８号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定によ

る農用地利用集積計画の決定について（農地中間管理事業） 

別紙調書のとおり農用地利用権等設定のため、農業経営基盤強化促進

法第１８条第１項の規定に基づき、柳井市長より別紙のとおり意見を

求められたので、この会の意見を求めます。 

令和２年６月１５日提出 柳井市農業委員会長 槙本 正男。 

調書につきましては、下前次長が説明いたします。 

 

次長 下前君 それでは、農用地利用集積計画一覧表（農地中間管理事業）の方を見て

いただけたらと思います。 

市長より令和２年６月１５日付けで農用地利用集積計画の決定を求め

られています。 

山口県農地中間管理機構として農地中間管理事業を実施する公益財団

法人やまぐち農林振興公社が農地中間管理権を取得する計画です。 

以上の計画申請の内容は、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の

各要件を満たしていると考えます。 

以上で、事務局からの説明を終わらせていただきます。 

 

議長 宮本君 補足説明を終わります。 

それでは、議案第１５８号につきましてご審議をお願いいたします。 

質疑は、ございませんか。 

（質疑なしの声あり） 

はい、質疑なしと認めます。 

 

議長 宮本君 それでは、質疑を終了しまして、第１５８号につきまして、原案のとお

り可決・承認することについて、異議のない方は挙手とお願いいたし

ます。 

（全員異議なく挙手） 

はい、全員挙手と認めます。 

よって、議案第１５８号につきましては、可決・承認と決します。 

 

議長 宮本君 

 

続きまして、議案第１５９号ですが、農業委員会等に関する法律第３

１条の規定により、議事参与が制限されますので、●●委員は議事に

参与しないこととします。 

それでは、議案第１５９号を上程します。 

事務局からの説明をお願いいたします。 
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局長 伊藤君 議案第１５９号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３

項の規定による農用地利用配分計画案の決定について 

別紙調書のとおり農用地利用配分計画案決定のため、農地中間管理事

業の推進に関する法律第１９条第３項の規定に基づき、柳井市長より

別紙のとおり意見を求められたので、この会の意見を求めます。 

令和２年６月１５日提出 柳井市農業委員会長 槙本 正男。 

調書につきましては、下前次長が説明いたします。 

 

次長 下前君 それでは、農用地利用配分計画一覧表（案）を見ていたでけたらと思い

ます。 

市長より令和２年６月１５日付けで農用地利用配分計画案の決定を求

められています。 

計画案につきましては、農地中間管理事業を実施する公益財団法人や

まぐち農林振興公社の要請により市が公社に提出するものです。 

なお、配分計画案の決定後、議案第１５８号の農用地利用集積計画の

公告により農地中間管理権を得た農地中間管理機構が農用地利用配分

計画を定め、県知事が利用配分計画を認可し、公告することにより、農

地中間管理機構が受け手に農地を貸し付けるという手続きの流れとな

ります。 

以上で、事務局からの説明を終わらせていただきます。 

 

議長 宮本君 はい、補足説明を終わります。 

それでは、議案第１５９号につきまして審議をお願いいたします。 

質疑は、ございませんか。 

 （質疑なしの声あり） 

はい、質疑なしと認めます。 

 

議長 宮本君 質疑を終了しまして、第１５９号につきまして、原案のとおり可決・承

認することに、異議のない方は挙手をお願いします。 

（全員異議なく挙手） 

はい、全員挙手と認めます。 

よって、議案第１５９号につきましては、可決・承認と決します。 

 

議長 宮本君 

 

続きまして、議案第１６０号を上程します。 

事務局からの説明をお願いいたします。 

 

局長 伊藤君 議案第１６０号 令和元年度農業委員会活動の点検・評価(案)及び令

和２年度活動計画（案）について 

農業委員会の適正な事務実施についてに基づき、地域の農業者等から

の意見を募集するため、「令和元年度の目標及びその達成に向けた活動
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の点検・評価(案)」及び、「令和２年度の目標及びその達成に向けた活

動計画(案)」を別紙のとおり作成したので、内容についてこの会の意見

を求めます。 

令和２年６月１５日提出 柳井市農業委員会長 槙本 正男。 

調書につきましては、下前次長が説明いたします。 

 

次長 下前君 それでは、ご説明申し上げます。 

令和元年度農業委員会活動の点検・評価(案)及び令和２年度活動計画

（案）についてご説明いたします。 

お手元の議案書の中の、令和元年度の目標及びその達成に向けた活動

の点検・評価（案）を見ていただけたらと思います。 

この点検・評価でございますが、令和元年度の実績でございまして、Ⅰ

の農業委員会の状況につきましては、現在の状況を記載しております。 

１枚めくっていただきまして、Ⅱでは担い手への農地の利用集積・集

約化でございます。 

次のページのⅢでは、新たに農業経営を営もうとする者の新規参入で

すが、令和元年度の参入はありませんでした。 

その次のページのⅣでございますが、遊休農地に関する措置に関する

評価ということで令和元年度の農地パトロールによる実績を記載して

おります。 

次に、次のページのⅤでございますが、違反転用の適正な対応という

ことございます。 

令和元年度において６件３４ａの違反転用がありました。 

この件については、農業委員会総会でも追認転用許可ということで、

ご承認いただいております。 

その次のページⅥからⅧでございますが、農業委員会事務局の事務手

続きの実績でございます。 

続きまして、令和２年度の目標及び達成に向けての活動計画（案）でご

ざいます。 

Ⅰにつきましては、先程と同様柳井の農業の状況を記載しております。 

Ⅱ以降につきましては、先程の評価と同じように、担い手への集積、新

規参入、遊休農地の解消、違反転用の適正な対応ということで、目標と

活動計画を記載しております。 

農地の利用集積、遊休農地、新規参入についての目標の数値でござい

ますが、農地利用最適化推進指針の目標に沿った数値ということにさ

せていただいております。 

なお、この点検評価及び活動計画については、本日この案をご承認し

ていただきましたら、ホームページ及び本庁、出張所で地域の農業者

等からの意見の募集を行うこととしております。 

以上でございます。 
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議長 宮本君 はい、補足説明を終わります。 

議案第１６０号につきまして審議をお願いいたします。 

質疑は、ございませんか。 

 （間をおいて） 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

 

議長 宮本君 質疑を終了しまして、議案第１６０号につきまして、原案のとおり可

決・承認することについて、ご異議のない方は挙手をお願いいたしま

す。 

（全員異議なく挙手） 

はい、全員挙手と認めます。 

よって、議案第１６０号については、可決・承認と決します。 

 

議長 宮本君 

 

続きまして、第１６１号を上程します。 

事務局からの説明をお願いいたします。 

 

局長 伊藤君 議案第１６１号 農地移動適正化あっせん基準の一部改正について 

別紙のとおり農地移動適正化あっせん基準を一部改正することについ

て、この会の意見を求めます。 

令和２年６月１５日提出 柳井市農業委員会長 槙本 正男。 

 

局長 伊藤君 次のページをご覧ください。 

改正案の概要、その次のページ新旧対照表、改正後のあっせん基準と

いうかたちで添付をさせていただいております。 

あっせん基準とは、農業委員会が農業委員会等に関する法律第６条第

２項に基づき、農業振興地域内の農用地等について、権利移動のあっ

せん事業を実施する場合の基準を定めたもので、農用地等の権利移動

が農業経営規模の拡大、農地の集団化等に寄与するよう認定農業者等

に誘導し、本市農業の振興を図るものです。 

今回の改正については、国の農地移動適正化あっせん事業実施要領の

一部が平成２８年３月及び令和２年３月に改正されたことに伴う改正

でございます。 

なお、平成２８年における改正を失念していたため、今回の改正に合

わせて改正するものです。 

改正の概要について、（１）及び（２）は令和元年の農業経営基盤強化

促進法の一部改正により、農地利用集積円滑化事業が農地中間管理事

業に統合一体化されたことにより「農地利用円滑化団体」を削除する

もので、これに伴い「農地中間管理機構等」を「農地中間管理機構」と

するものです。 
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（３）から（７）は平成２８年の改正によるものです。 

（３）は農地法施行令の一部改正に伴う条項の繰り上がり、（４）は農

地法の一部改正により「農業生産法人」が「農地所有適格法人」と呼称

変更されたため、（５）はあっせんの順位、（６）はあっせんの手順を改

正するものです。 

そのほか、改正に伴う表記の統一を行っております。 

今回の改正については、柳井農林水産事務所、柳井市、ＪＡ山口県南す

おう統括本部、柳井市土地改良区の意見を聴取し、いずれも意見なし

との回答をいただいています。 

また、本日の総会で議決をいただいた後は、山口県知事の認定を受け

る必要があり、山口県知事の認定のあった日から施行する予定です。 

以上で説明を終わります。 

 

議長 宮本君 はい、補足説明を終わります。 

それでは、議案第１６１号につきまして審議をお願いします。 

質疑は、ございませんか。 

（質疑なしの声あり） 

はい、質疑なしと認めます。 

 

議長 宮本君 質疑を終了しまして、第１６１号については、原案のとおり可決・承認

することについて、ご異議のない方は挙手をお願いいたします。 

（全員異議なく挙手） 

はい、全員挙手と認めます。 

よって、議案第１６１号については、可決・承認と決します。 

 

議長 宮本君 それでは、以上をもちまして総会は閉会とします。 

（閉会 午前９時３８分） 

 

 


