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第３回農業委員会総会会議録 

 

１ 開催日時  令和２年９月１５日（火） 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 槇本  正男 君 ２番 中元  茂雄 君 

 ３番 原田  淳一 君 ４番 寺西 久美子 君 

 ６番 吉 弘  功 君 ７番 勝本  澄人 君 

 ８番 下土井  進 君 ９番 鈴木  喜義 君 

 １０番 岡本  幸子 君 １１番 大崎  正男 君 

 １３番 宮本  三雄 君  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

４ 欠席委員 ５番 岩政  幸人 君  

 １２番 齋藤  貴之 君  

   

 

５ 説明のため出席した者  

 事 務 局 長    伊藤  義人 君 

 事務局次長    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５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６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７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８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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 3 - 

第３回農業委員会総会次第 

 

議長 宮本君 

 

それでは、ただ今から第３回農業委員会総会を開会いたします｡ 

出席委員は、１３名中１１名、齋藤委員と岩政委員が所用で欠席してお

りますが、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 

 

次に、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 

吉弘委員と勝本委員にお願いいたします。 

次に、会期についてお諮りいたします。 

本会議の会期は、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、ただいまから議事に入ります。 

議案第５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５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５名（田 １，５２０㎡、畑 １，９３０㎡）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９月１５日提出 柳井市農業委員会長 宮本 三雄。 

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） 

 

それではご説明いたしますが、説明の前に調書の訂正がございます。

まず、１点目ですが、整理番号１番でございます。 

整理番号１番の備考欄でございますが、宅地分譲１０区画建設のため

と記載しておりますが、６区画の間違いでございます。 

訂正の方をお願いいたします。 

それと、もう１か所でございますが、整理番号６番、一番下の欄でござ

います。 

転用面積でございますが、５４８㎡の内１６７と記載しておりますが、

１６４でございます。 

それと、整理番号６、一番下のその右の欄ですが、転用目的の用途のと

ころで、申請地１６７と記載しておりますが、これが１６４、そして一

体利用地が３１と記載しておりますが、３４の間違いでございます。 



 - 4 - 

お詫び申し上げますとともに、訂正をお願いできたらと思います。 

それでは、早速調書に基づきましてご説明いたします 

整理番号１番でございます。 

申請地は、●●●●●●番● 地目 畑 面積８４１㎡ 外１筆 合

計 畑 １，７１２㎡です。 

申請人は、市内に本店を置く不動産業を営む法人です。 

申請人は、住環境に恵まれた申請地に宅地分譲６区画を造成し販売す

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、●●●●から北へ１．２㎞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。 

なお、この案件につきましては開発許可と同時施行といたします。 

 

（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１０㎡です。 

申請人は、市内に居住する会社員で、母親の自宅に水道管を設置する

ため敷地を拡張するものです。 

渡人は、受人の要望に応じ譲り渡すものです。 

申請地は、位置図に示しておりますが、●●●●から東へ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、整理番号２番は、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。 

 

（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 畑 面積４１㎡です。 

申請人は、市内に居住する個人で、現在自宅への進入路が狭く、不便し

ており、このたび、利便性を図るため進入路を拡幅するものです。 

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、●●●●から北へ８３０ｍの距

離にある、●●●●から東へ１０ｍ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。 
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（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５２０㎡で、一体利用

地を含めた面積は９０９．０３㎡です。 

申請人は、●●に本店をおく不動産業を営む法人です。 

このたび、申請人が申請地を取得し、社会福祉施設、認知症対応型共同

生活介護施設を建設し、申請人と同じグループ会社である●●●●に

貸し付け、●●●●が運営するものです。 

渡人は、受人の要望に応じ譲り渡すものです。 

本案件は、柳井市が募集した地域密着型サービス事業所に応募し、●

●●●が選定されたものです。 

申請地は、位置図に示していますが、●●●●から南西へ５５０ｍ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。 

 

（５条－５） 

 

 

続きまして、整理番号５番でございます。 

申請地は、●●●●●●番● 地目 田 面積１，９４５㎡の内１，０

００㎡です。 

権利の種類は賃借権の設定です。 

借人は、●●で土木建築業を営む法人です。 

借人は、申請地近くに国営緊急農地再編整備事業南周防地区●●換地区

の事業を請け負い、施工に伴い工事現場近くに現場事務所及び資材置場

を建設するものです。 

貸人は、借人の要望に応じ貸し出すものです。 

当案件は、令和３年４月３０日までの一時転用ですので、事業終了後には原

状回復を義務付けるもので、借人より原状回復誓約書が提出されていま

す。  

申請地は、位置図に示していますが、●●●●から南西へ６９０ｍの距離に

ある、●●●●から南へ５０ｍの距離に位置する農地です。 

本案件につきまして、審査基準の適合については、別紙現地調査票によ

り、整理番号５番の農地区分は農業振興地域の整備に関する法律第８条第

２項第１号に規定する農用地域内農地と判断されますが、施行令第１１

条第１項第２号の一時的な転用であって、当該利用目的を達成する上

で当該農地を供することが必要であると認められること、また、農業

振興地域整備計画の達成に支障を及ぼす恐れがないと認められること

に該当し、許可の対象となるものです。 

「立地基準」、「一般基準」につきまして審査した結果、適当と考えます。 
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（５条－６） 

 

 

続きまして、整理番号６番でございます。 

申請地は、●●●●●●番● 地目 畑 面積５４８㎡の内１６４㎡

です。 

権利の種類は使用貸借権の設定です。 

申請人は、●●に居住する会社員ですが、このたび妻の実家に戻り自

己用住宅を実家の隣に建設するものです。 

貸人は喜んで申請人の要望に応じるものです。 

申請地は、位置図に示していますが、●●●●から南へ８２０ｍの距

離にある、●●●●から東へ４０ｍ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６番の農地区分は、概ね１０ha以上の規模の一団の農

地内にある農地であり、第１種農地と判断されますが、施行規則第３

３条第４号住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する

者の日常生活上必要な施設で集落に接続して設置されるものに該当

し、許可の対象となるものです。 

「立地基準」、「一般基準」につきまして審査した結果、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。 

 

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。 

１番と２番につきましては、●●委員お願いいたします。 

 

●番 ●●君 今事務局の方から説明がありましたとおりですが、去る９月３日の日

に、農業委員及び推進委員で事務局の方と現地の調査を行いました。 

１番については、既に休耕になっている所で、周辺の農地等に及ぼす

影響もないもので適当と思われます。 

整理番号２番につきましても、同様に現地に赴きましたところ、既に

結構ここ隣地の方が使っているような所でして、何ら他に及ぼす影響

もないと思われますし、かなり狭い所なんで問題はないと思われます

ので、ご審議をよろしくお願いいたします。 

 

議長 宮本君 はい、整理番号１番と２番につきまして、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、質疑なしということで、１番と２番については質疑なしと認め

ます。 

 

議長 宮本君 次に、整理番号３番、４番につきましては、●●地区委員の●●さんお
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願いしたします。 

 

●番 ●●君 整理番号３番及び４番についてですが、９月４日に●●地区農業委員

及び関係推進委員と現地確認を行いました。 

ただいま事務局から説明があったとおり、整理番号３番は申請人の自

宅への進入路を拡幅するための転用です。 

整理番号４番は●●の●●で、申請人は隣接宅地とあわせて介護施設

を建設するものです。 

雨水は道路側溝、汚水は公共下水に流す予定です。 

いずれも地元委員として異議はありません。 

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３番及び４番につきまして、質問はございませんか。 

（質疑なしの声あり） 

無いようですので、３番、４番につきましては、質疑なしと認めます。 

 

議長 宮本君 次に、５番、６番につきまして、●●地区の●●委員お願いいたしま

す。 

●番 ●●君 整理番号５番及び６番について、９月４日に●●委員及び事務局と現

地確認を行いました。 

ただいま事務局から説明があったとおり、整理番号５番は申請地の一

部を国営圃場整備実施に伴い、現場事務所と資材及び物置場として一

時転用するものであり、盛土はなく、雨水は道路側溝に流す予定です。 

整理番号６番は、元地元推進委員宅のすぐ隣のその方の所有の畑に、

●●から柳井に帰省する息子さんが家族の自己用住宅を建設するもの

であり、雨水は道路側溝に流し、汚水は合併処理浄化槽を設置し道路

側溝に流す予定です。 

本日●●担当の●●委員が欠席ですが、異議はないと言われていまし

た。 

地元委員として異議はありません。 

よろしくお願いします。 

 

議長 宮本君 はい、５番、６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） 

無いようですので、５番、６番につきまして質疑なしと認めます。 

 

議長 宮本君 質疑を終了し、整理番号１番から６番まで、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） 
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はい、全員挙手と認めます。 

よって、可決・承認と決します。 

 

議長 宮本君 

 

続きまして、議案第６号を上程します。 

事務局に朗読の方をお願いいたします。 

 

局長 伊藤君 議案第６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９月１５日提出 柳井市農業委員会長 宮本 三雄。 

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、ご説明いたします。 

農用地利用集積一覧表をご覧ください。 

市長より令和２年９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㎡の所有権移転です。 

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

業としての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、いずれも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。 

本件は、７月１５日開催した第３７回総会で議案第１６６号において

可決され、やまぐち農林振興公社が買い入れた農地を、このたび受け

手に売り渡すものです。 

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６号につい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、無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、議案第６号については、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。 
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（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６号については、可決・承認といたします。 

 

議長 宮本君 

 

続きまして、議案第７号を上程いたします。 

事務局の説明をお願いいたします。 

 

局長 伊藤君 議案第７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９月１５日提出 柳井市農業委員会長 宮本 三雄。 

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）を見ていた

だけたらと思います。 

市長より令和２年９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、２筆、８０２㎡の使用貸借権の設定です。 

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 はい、補足説明を終わります。 

議案第７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） 

無いようですので、質疑なしと認めます。 

 

議長 宮本君 それでは、質疑を終了し、議案第７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。 

よって、議案第７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、議案第８号を上程いたします。 

事務局の説明をお願いいたします。 
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局長 伊藤君 議案第８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９月１５日提出 柳井市農業委員会長 宮本 三雄。 

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。 

農用地利用配分計画一覧表（案）をご覧ください。 

市長より令和２年９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７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、以上で補足説明を終わります。 

議案第８号について、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 それでは、質疑を終了して、議案第８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８号については、可決・承認と決します。 

 

議長 宮本君 以上で総会は閉会とします。 

（閉会 午前９時２８分） 

 

 


