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第６回農業委員会総会会議録 

 

１ 開催日時  令和２年１２月４日（金） 午前１０時３０分 

 

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 ３番 原田  淳一 君 

 ４番 寺西 久美子 君 ５番 岩政  幸人 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 

 １２番 齋藤  貴之 君 １３番 宮本  三雄 君 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

４ 欠席委員 ２番 中元  茂雄 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 

 農林水産課    浅原  雄二 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１８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１９号  「柳井市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」の変更に 

係る意見について 
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第６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６回農業委員会総会を開会いたします｡ 

出席委員は、１３名中１２名で、定足数に達しております。 

 

議長 宮本君 

 

会議録署名委員を指名いたします。 

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 

槇本委員と原田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。 

本会議の会期は、本日一日限りとしたいと思いますが、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１８号を上程します。 

事務局からの議案の説明をお願いいたします。 

 

局長 伊藤君 議案第１８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（田 ２，９７２．１７㎡ 畑 ９４８㎡）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１２月４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、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１，３４８㎡です。 

受人は、●●に本店を置く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４５０．３１㎡、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、●●●●から東へ３㎞の距離に

ある、●●●●に沿った農地です。 

●●●●のすぐ北側になります。 

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。 

整理番号２番につきまして、調書に１か所訂正がございます。 

整理番号２番の転用目的の種類の欄の所で、太陽光発電設備、パネル

設置面積２７２．５２㎡の下の発電出力でございますが、４９．５kw

と記載しておりますが４４kwの間違いでございます。 

４４kwに訂正をお願いするとともにお詫び申し上げます。 

それでは、改めまして整理番号２番をご説明いたします。 

申請地は、●●●●●●番● 地目 田 面積６２９㎡です。 

受人は、●●に本店を置く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２７２．５２㎡、発電出力４４kwを建設するも

のです。 

渡人は、整理番号１番と同一人物であり、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、●●●●から東へ３㎞の距離に

ある、●●●●に沿った農地です。 

整理番号１番のすぐ北側の方になります。 

整理番号２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。 

 

（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２０４㎡でございます。 

受人は、現在市内のアパートに住む会社員です。 

このたび、結婚を機に自己用住宅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１㎞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、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－４） 

（５条－５） 

（５条－６） 

 

続きまして、整理番号４番でございますが、整理番号５番、６番と関連

がありますのであわせてご説明申し上げます。 

あわせて参考資料もありますので、そちらも見ていただけたらと思い

ます。 

４番の申請地は、●●●●●●番● 地目 田 面積４１９㎡ 外１

筆、田 ５２１㎡です。 

全体面積は整理番号６番でご審議いただく、整理番号４番と５番の共
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有の排水施設２．１７㎡を含んだ５２３．１７㎡です。 

受人は、収入の安定を図るためアパート建設するものです。 

渡人は、高齢や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。 

参考資料を見ていただけたらと思いますが、４番の申請地で左に細長

いのがあると思いますが、左といいますか、整理番号４番の下の方に

長細い所があると思いますが、そこが排水路で６番の申請地の排水施

設につなぎ、公共下水に流すものです。 

続きまして、５番の申請地は、●●●●番● 地目 田 面積４７２

㎡です。 

全体面積は４番と同様に、共有の排水施設２．１７㎡を含んだ４７４．

１７㎡です。 

受人は、４番と同様に収入の安定を図るためアパートを建設するもの

です。 

渡人は、４番と同一人物で、高齢や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。 

続きまして、整理番号６番でございます。 

６番の申請地は、●●●●番● 地目 田 面積２．１７㎡です。 

整理番号４番、５番の共有の排水施設を建設するもので、４番、５番の

申請者の２分の１ずつの持分となります。 

全体面積につきましては、４番と５番の共有の施設となるため全体の

面積は９９５．１７㎡となります。 

渡人は、４番、５番と同一人物で、高齢や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、位置図に示していますが、●●●●から東へ１．５㎞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番から６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。 

 

（５条－７） 

 

続きまして、整理番号７番でございます。 

申請地は、●●●●●●番● 畑 ７４４㎡です。 

受人は、現在●●に住む看護師ですが、馬と住める住居を希望してお

り、このたび、申請地に自己用住宅と馬を飼うための馬小屋を建設す

るものです。 

渡人は、受人の要望に応じ譲り渡すものです。 

自己用住宅の敷地につきましては、申請地は元々みかん畑で、筆は一

つですが、高い法面で分断されており、分断された上側を自己用住宅

の敷地、下側を馬小屋の敷地とするものです。 
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申請地は、位置図に示していますが、●●●●から東へ３．６㎞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７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。 

 

議長 宮本君 はい、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番から７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 たくさんありますが、今事務局の方で詳しい説明がございましたので、 

一応詳しい説明は省略させていただきます。 

関係委員の方でですね、現地の確認をさせていただきました。 

現地確認上は、問題ございませんでした。 

１番と２番が太陽光発電でございまして、これも特別な問題はござい

ません。 

それから、３番が自己用住宅、それから４番、５番が共同住宅、それか

ら６番がその住宅の排水路の関係ですね。 

で、これ諸基準に全部適合いたしまして、特別に問題ございません。 

それから、もう１点ですね、７番でございますが、これは●●の東のず

っと上の方でございまして、畑であったところが今はもう完全に荒廃

しておりますが、そこに自己用住宅と馬の飼育舎を建てるということ

で、一部これはどうかというふうな意見も出された農家もございます

が、一応受人の方でですね、一応隣接地、その近郊の持ち主に対して全

部承認を取っていただいております。 

それで、一部ちょっと問題点もでておりますが、これは土砂崩れ等で

流亡してはいけないとか水の問題とか、そういう問題が一部の農家に

出ておりまして、現地を確認したしましたら、一応特別な問題はござ

いませんが、もし、そういった状況になった場合には、受人が責任を持

って対応してもらうという、そういった条件を記載の上ですね、申請

していただくということにしておりまして、そういったことで一応こ

れも問題ないというふうに思っております。 

以上７点につきまして、皆様方のご審議をよろしくお願いしたいと思

います。 

 

議長 宮本君 はい、整理番号１番から７番につきまして、他に質問はございません
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か。 

（質疑なしの声あり） 

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７番について、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１８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１９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１９号 「柳井市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な

構想」の変更に係る意見について 

農業経営基盤強化促進法施行規則第７条の規定により、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１２月４日提出 柳井市農業委員会長 宮本 三雄。 

内容につきましては、農林水産課浅原主査が説明いたします。 

 

農林水産課 

主査 浅原君 

農林水産課の浅原です。 

座って説明させていただきます。 

「柳井市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」の変更に

ついて、説明させていただきます。 

本年４月１日に農業経営基盤強化促進法が改正され、県の基本方針も

改正されております。 

この改正に伴って、市の基本的な構想を変更するものです。 

改正点の概要にそって説明いたします。 

今回の改正の主なものは、農用地利用集積円滑化事業についての記載

の削除です。 

その他は、文言の修正、条ずれ等の修正、現状に合わせた語句修正を行

っております。 

それでは、1 つ目の農用地利用集積円滑化事業についての記載の削除

について説明させていただきます。 

農用地利用集積円滑化事業とは、農用地等の効率的な利用に向けた集

積を促進するため、平成２１年度に施行された事業で、農地所有者代

理事業、農地売買等事業、研修事業の３つの事業のことをいいます。 

農用地利用集積円滑化団体は、農用地利用集積円滑化事業を行う実施

主体のことをいいます。 
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４月の法改正で農用地利用集積円滑化事業が農地中間管理事業に統合

一本化されましたので、市の基本的な構想から農用地利用集積円滑化

事業に関する記載を削除するものです。 

なお、円滑化事業による貸借をしている農地については、現在の契約

が満了するまでは、有効となります。 

次に文言の修正ですが、農地法改正に伴い、平成２８年４月に呼称が

変更されていますので、農業生産法人を農地所有適格化法人へ、また、

平成３０年度に県の組織編成が行われ、農林事務所と水産事務所を統

合し、農林水産事務所が設置されましたので農林事務所を農林水産事

務所へ変更しております。 

次に、条ずれの修正ですが、基本方針の第５の項目名を効率的かつ安

定的な農業経営を育成する必要な事項から農業経営基盤強化促進事業

に関する事項へ変更し、農用地利用集積円滑化事業に関する項目を削

除しましたので、各項目番号の修正をしております。 

最後に、語句修正ですが、農地中間管理事業による農地の集積・集約化

の推進、市内各所で実施しています圃場整備事業など、現状に合わせ

た文章の語句修正を行っております。 

なお、今回の改正案は、柳井市担い手育成総合支援協議会幹事会及び

県農業振興課と協議のうえ、策定しております。 

以上で説明を終わります。 

 

議長 宮本君 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。 

この件につきまして、何か質問ございますでしょうか。 

 （質疑なしの声あり） 

質疑がないようですので、質疑なしと認めます。 

 

議長 宮本君 質疑を終了し、議案第１９号につきまして、原案のとおり決すること

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１９号につきましては、原案のとおり可決いたしま

す。 

 

議長 宮本君 それでは、以上をもちまして総会は閉会といたします。 

（閉会 午前１０時５５分） 

 


