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第３７回農業委員会総会会議録 

 

１ 開催日時  令和２年７月１５日（水） 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 

 ４番 吉 弘  功 君 ５番 勝本  澄人 君 

 ７番 下土井  進 君 ８番 岩政  幸人 君 

 ９番 中元  茂雄 君 １１番 清重  一男 君 

 １２番 宮本  三雄 君  

   

   

   

   

   

   

   

 

４ 欠席委員 ３番 齋藤  貴之 君  

 ６番 長田  勝一 君  

 １０番 鈴木  喜義 君  

 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１６２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１６３号  農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

議案第１６４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１６５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１６６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 
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第３７回農業委員会総会次第 

 

局長 伊藤君 事務局からご報告させていただきます。 

本日、槙本会長がご欠席ですので、議長の方を宮本職務代理者にお願

いいたします。 

また、齊藤委員、鈴木委員、長田委員がご欠席でございます。 

よろしくお願いいたします。 

 

議長 宮本君 

 

コロナやら雨で大変なんですが、会長がまだ入院しておられるので、 

本日は私が代理で行いたいと思います。 

それでは、第３７回農業委員会総会を開会いたします｡ 

本日は先程言われましたように、１３名中９名で、総会は成立してお

ります。 

 

議長 宮本君 

 

本日の会議録署名委員の指名をいたします。 

岡本委員と吉弘委員にお願いしたいと思います。 

次に、会期についてお諮りいたしますが、本会議の会期は、本日一日限

りとしたします。 

ご異議ございませんでしょうか。 

（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した。 

 

議長 宮本君 

 

それでは、ただいまから議事に入ります。 

議案第１６２号を上程いたします。 

事務局からの朗読、説明をお願いいたします。 

 

局長 伊藤君 

 

議案第１６２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 外１名（田 ２，０７６㎡ 畑 １，６４３㎡ ）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７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２，０７６㎡です。 

権利の種類は、所有権の移転です。 

申請地は、隣接する農地とひとまちの農地であり、受人はこの農地を

借りて耕作していましたが、渡人の申し出により、このたび譲り受け
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るものです。 

取得後も隣接地とあわせて耕作いたします。 

渡人は、高齢により耕作管理が困難であり、後継者がいないため譲り

渡すものです。 

申請地は、位置図（１）の方でございますが、●●●●から南西へ約

１．５㎞の距離にある●●●●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、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。 

 

次長 下前君 

（３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３８６㎡外２筆、合計 

１，６４３㎡です。 

権利の種類は、所有権の移転です。 

申請人は●●に本店を置く●●●●の代表も務め、レモンとオレンジ

を交配させたマイヤーレモンなど柑橘類を栽培、販売する計画で、一

部は自社が造る発泡酒の副材料としても使用する計画です。 

渡人は、●●に居住しており耕作管理が困難なため譲り渡すものです。 

なお、取得後の経営面積ですが、このたびの取得にあわせて申請地の

隣接地に１，２７１㎡を使用貸借する計画で、本日の議案第１６５号

でご審議いただくこととしております。 

また、●●の農地についても４５０㎡使用貸借をしておりまして、経

営面積の合計は３，３６４㎡となります。 

申請地は、位置図（２）の方でございます、 

●●●●から西へ約１．１㎞の距離にある●●●●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、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番については、●●委員お願いいたします。 

 

●番 ●●君 ただいま事務局の方から説明がございましたけれども、渡人につきま

しては高齢者で、後継者もいないということで、受人に譲り渡すもの
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でございます。 

現地調査におきましても、適当と認めました。 

ご審議の方よろしくお願いいたします。 

 

議長 宮本君 

 

はい、整理番号１番について、質疑ございますかね。 

（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番につきましては、●●地区担当委員の●●委員お

願いいたします。 

 

●番 ●●君 ただいま説明がありましたが、現在は遊休農地となっておりまして、

それを活用するということで、歓迎しているところです。 

よろしくお願いいたします。 

 

議長 宮本君 

 

はい、整理番号２番につきまして、他に質疑ございますかね。 

（質疑なしの声あり） 

はい、ないようですので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、整理番号の１番、２番 第１６２号に

ついて、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

願いいたします。 

（全員異議なく挙手） 

はい、全員挙手と認めます。 

 

議長 宮本君 

 

続きまして、議案第１６３号を上程します。 

事務局の説明をお願いいたします。 

 

局長 伊藤君 議案第１６３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

申請人 外２名（田 ３，４８６㎡）から別紙調書のとおり農地以外の

目的に供するため、農地法第４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７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 

（４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２７８㎡外１筆 合計 

田 ７５２㎡です。 

申請人は、住環境に恵まれた申請地に、宅地分譲２区画を造成し販売
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するものです。 

申請地は、位置図（１）に示していますが、●●●●から北西へ７６０

ｍの距離にある、●●●●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。 

 

（４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 田 面積６２４㎡です。 

申請人は、近隣の●●参拝者用の駐車場が手狭であり、このたび申請

地を参拝者用の貸駐車場として整備するものです。 

申請地は、位置図（１）に示していますが、●●●●から西へ６５０ｍ

の距離にある、●●●●から西へ５０ｍ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。 

 

（４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２，１１０㎡です。 

申請人は、市内で自動車修理、販売業を経営しており、廃車置場、車

両、運搬車両等、資材置場として整備するものです。 

申請地は、位置図（１）に示していますが、●●●●から南東へ１．８

㎞の距離にある、●●●●から南に５０ｍ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３番の農地区分は、土地改良法に規定する土地改良事

業の施行に係る区域内の農地であり、第１種農地と判断されますが、

施行規則第３７条第５項土地改良法第７条第４項に規定する非農用地

区域内にある土地を当該土地改良事業計画に従って転用する場合に該

当し、許可の対象となるものです。 

「立地基準」、「一般基準」について審査した結果、適当と考えられま

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、ご審議をお願いいたします。 

整理番号の１番と２番につきましては、●●地区担当委員の●●委員

お願いいたします。 
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●番 ●●君 １番につきましてはですね、●●●●がありますね、そこのすぐ裏の

西寄りにありまして、関係委員の方で先般現地調査をしまして、立地

基準等については適合しておりまして、周りも住宅などが建っており

まして、この土地は休耕田でありまして、大変良いことだというふう

に思いまして、別に何ら問題はございませんので、皆様方のご審議を

お願いしたいと思います。 

それから、２番につきましても、これは●●●●という寺がありまし

て、信者の方が集まられる時にですね、駐車場がありませんので駐車

場が欲しいということで、これも全く問題ございませんので、ひとつ

ご審議の程お願いしたいと思います。 

 

議長 宮本君 

 

はい、それでは１番、２番につきまして、何か質疑はございますかね。 

（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３番につきまして、●●地区担当委員の●●委員お願

いいたします。 

 

●番 ●●君 整理番号３番でございますけれども、利用条件としては荒廃地となっ

ております。 

こちらの方を整備されて資材置場として活用されるというものでござ

います。 

調書におきましても適当と認めました。 

ご審議の方よろしくお願いします。 

 

議長 宮本君 

 

はい、３番について他に質疑はございませんかね。 

（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、整理番号１番から３番までについて、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。 

 

議長 宮本君 

 

続きまして、第１６４号を上程します。 

事務局の説明をお願いいたします。 

 

局長 伊藤君 議案第１６４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２名（田 １１，９２５㎡）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



 - 8 - 

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７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 

（５条－１） 

（５条－２） 

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番でございますが、整理番号２番と、受人、渡人、転用目的

が同一であり、申請地も●●を挟んで隣接しているためあわせてご説

明いたします。 

申請地は、整理番号１番は●●●●●●番● 地目 田 面積２，０

８１㎡外３筆 合計 田 １０，０８４㎡です。 

２番は同じく●●●●●●番● 地目 田 面積１，６６４㎡で、１

番の西に●●を挟んで隣接しています。 

受人は、●●で太陽光発電事業を営む法人で、売電収入を見込み１番

ではパネル設置面積３，７０１．２７㎡、２番ではパネル設置面積４０

８．４１㎡、発電出力は１番は４９９．８０kw、２番は４９．５kwを

建設するものです。 

渡人は、遠隔地に居住し耕作管理が困難なため、受人の要望に応じ譲

り渡すものです。 

申請地は、位置図（１）の方でございます。 

●●●●から南西へ１．５㎞の距離にある●●●●に沿った農地です。 

転用許可が２つに分かれているのは、経済産業省の事業認可を別々の

事業として認可を取っているためでございます。 

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番及び２番の農地区分は、公共投資の対象となって

いない１０ha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１７７㎡です。 

受人は、●●に本店を置く社会福祉法人で、障がい者支援施設の敷地

を拡張しゴミの仮置場、車いす置場、洗濯物干し場等を建設するもの

です。 

渡人は、譲人の要望に応じ譲り渡すものです。 

申請地は、位置図（１）に示していますが、●●●●から北東へ６６０

ｍ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。 

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、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、２番につきましては、●●地区担当委員の●●委員お

願いします。 

 

●番 ●●君 整理番号１番、２番になりますけれども、現在はそこは休耕となって

いますが、ほとんどが荒れている状況でございます。 

そちらの方に太陽光発電をするということで、パネルを設置するもの

でございます。 

近隣にですね住宅もなく、問題ないという判断をいたしました。 

ご審議の方よろしくお願いいたします。 

 

議長 宮本君 

 

はい、整理番号１番、２番につきまして、他に質疑はございませんか。 

（質疑なしの声あり） 

 

7番 下土井君 わりあい面積が一筆大きいですが、過去に圃場整備とかの該当地区で

はないんですか。 

 

議長 宮本君 

 

圃場整備対象外でですね、農振も外れている所なんですよ。 

7番 下土井君 はい、了解です。 

 

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、次に３番を●●委員お願いいたします。 

●番 ●●君 該当農地はですね、その前に●●●●が建っている、その裏地にある

農地でございます。 

現況進入路もないような、死に土地になっておった農地でございます。 

その隣に福祉法人さんが障がい者の施設を建てられるということで、

一体的に利用されるということで、逆に土地とすれば有効利用にもな

るかなと思っているような土地でございますので、皆さんよろしくお

願いします。 

 

議長 宮本君 

 

この件について、他に質疑ございませんか。 

（質疑なしの声あり） 

はい、質疑なしと認めます。 
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議長 宮本君 

 

それでは、整理番号１番から３番までを、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、１６４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１６５号を上程します。 

事務局の説明をお願いいたします。 

 

局長 伊藤君 議案第１６５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７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、農用地利用集積計画の方を見ていただけたらと思います。 

市長より令和２年７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。 

３件、６筆、４，７４０㎡の更新新規・新規の利用権の設定でございま

す。 

なお、議案第１６２号でご審議いただきました、３条の許可申請の申

請者の利用権設定については、調書の整理番号３番でございます。 

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 

 

第１６５号については。利用権の設定ですのでご審議をお願いいたし

ます。 

何か質疑は。 

 

7番 下土井君 

 

３の１ですが、現況地目田ということで、樹園地ということで畑地造

成の申請とか、利用権設定との関係はどのようになるんですか。 

 

次長 下前君 

 

３番の１の地目なんですが、これは登記地目でございまして、実際は

現況畑になっております。 

 

7番 下土井君 

 

了解です。 

議長 宮本君 他に質疑ございませんでしょうか。 
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（質疑なしの声あり） 

では、質疑なしと認めます。 

 

議長 宮本君 

 

それでは、第１６５号について、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。 

 

議長 宮本君 

 

続きまして、１６６号を上程します。 

事務局の説明をお願いいたします。 

 

局長 伊藤君 議案第１６６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 

別紙調書のとおり所有権移転のため、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７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、農用地利用集積一覧表を見ていただけたらと思います。 

市長より、令和２年７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、５筆、４，９７０㎡の所有権の移転でございます。 

本件は、農業経営基盤強化促進法に基づく農地中間管理事業の特例事

業として農地売買事業を活用した売買でございます。 

今回は、特に、土地改良事業における担い手への農地集積を目的とし

ており、国営緊急農地再編整備事業南周防地区●●換地区内における

農地の売買でございます。 

利用権の設定と同じように、農地中間管理機構であるやまぐち農林振

興公社を経由する方法で、農地の出し手から公社が一時的に買い入れ、

登記終了後、公社から受け手に売り渡すものでございます。 

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。 

１６６号について他に質疑はございませんでしょうか。 

 （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、質疑を終了して、１６６号について、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。 
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（全員異議なく挙手） 

はい、全員挙手と認めます。 

それでは、可決・承認と決します。 

 

議長 宮本君 

 

以上をもちまして、総会は閉会といたします。 

（閉会 午前９時２８分） 

 

 


