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第８回農業委員会総会会議録 

 

１ 開催日時  令和３年２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 大崎  正男 君 ２番 下土井  進 君 

 ３番 岡本  幸子 君 ４番 吉 弘  功 君 

 ５番 原田  淳一 君 ６番 中元  茂雄 君 

 ７番 勝本  澄人 君 ８番 槇本  正男 君 

 ９番 岩政  幸人 君 １０番 寺西 久美子 君 

 １１番 鈴木  喜義 君 １２番 齋藤  貴之 君 

 １３番 宮本  三雄 君  

   

   

   

   

   

    

   

 

４ 欠席委員   

   

   

 

５ 説明のため出席した者  

 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２４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２５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２６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２７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２８号  農用地利用計画の一部変更について（除外） 

議案第２９号  農地の賃借料情報の提供について 
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第８回農業委員会総会次第 

 

  

次長 下前君 

 

 

 

議長 宮本君 

 

本日は、伊藤事務局長でございますが、体調不良により総会を欠席さ

せていただきます。 

申し訳ございません。 

 

伊藤さんが体調を崩されてちょっと入院されております。 

まあ、もうちょいしたら退院されるんではないかと思っております。 

それでは、ただ今から第８回農業委員会総会を開会いたします｡ 

出席委員は、１３名中の１３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、議長において岡本委員、吉弘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、会期につきましてお諮りいたします。 

本会議の会期は、本日一日限りといたしたいと思います。 

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２４号を上程します。 

事務局からの議案の朗読をお願いいたします。 

 

次長 下前君 

 

議案第２４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 １，２４５㎡）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３年２月１５日提出 柳井市農業委員会長 宮本 三雄。 

 

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１，２４５㎡です。 

権利の種類は、所有権の移転です。 
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申請人は、農業経営を目的として設立された法人です。 

以前より、農業経営、主に自然薯栽培を検討しており、このたび見通し

がつき、農地の確保も見通しがついたことから申請されたものです。 

渡人は、遠隔地に居住し、耕作管理が困難であり譲り渡すものです。 

取得後の経営面積でございますが、取得に合わせましてこのたび農地

３，８０２㎡を使用貸借する計画で、経営面積の合計は５，０４７㎡と

なります。 

使用貸借の案件につきましては、議案第２７号でご審議をしていただ

くこととしています。 

本案件は、法人が農地を取得するものですが、法人調書、法人登記簿、

会社の定款により農地所有適格化法人であることを確認しておりま

す。 

申請地は、位置図（１）の方でございますが、●●●●から北へ約２．

９㎞の距離にある、●●●●から東へ７０ｍ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、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 

 

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、●●地区担当委員の意見を求めます。 

●●委員。 

 

●番 ●●君 いま事務局の方からご説明がありましたように、●●でございまして、

●●の建物がございますが、そのすぐ横の方でございます。 

ここにつきましては、申請者の方から、受人の方ですね、この方から事

前にちょっと現地を見てくれということもございまして、一回見まし

たし、また、関係農業委員さん、最適化推進委員さん、事務局の皆さん

と一緒に現地を見させていただきまして、ここに書いてありますよう

に、自然薯につきましてはですね、排水がちょっと問題点がございま

して、周辺の水田の関連もありまして、自然薯栽培はちょっと無理か

なというふうなことで、他の野菜等につきましては、十分栽培ができ

ますので、それから、色んな諸条件につきましても、適格でございます

ので、一応私達としては別に問題はございません。 

皆さん方のご検討をですね、ご審議をよろしくお願いしたいと思いま

す。 
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議長 宮本君 

 

整理番号１番につきまして、他に質問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 

 

議案第２４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２４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２５号を上程します。 

事務局からの説明をお願いいたします。 

 

次長 下前君 

 

議案第２５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（田 ２，１９２㎡）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３年２月１５日提出 柳井市農業委員会長 宮本 三雄。 

 

次長 下前君 

（４条－１） 

 

 

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２，１９２㎡です。 

申請人は、●●に居住の不動産業を営む個人です。 

申請人は、住環境に恵まれた自己所有の申請地に、宅地分譲８区画を

造成、販売するものです。 

申請地は、位置図（１）方でございます。 

●●●●から北東へ３５０ｍの距離にある、●●●●と●●●●に囲

まれた農地です。 

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、転用許可については開発許可と同時施行といたします。 

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 

 

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、●●地区委員の意見を求めます。 

●●委員。 
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●番 ●●君 本件につきましては、２月１日に事務局さんと、それから関係農業委

員、最適化推進委員で現地を確認いたしまして、諸条件にすべて適合

しておりまして、特別問題はございませんので、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番につきまして、他に質問はございませんでしょう

か。 

（質疑なしの声あり） 

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、質疑を終了して、整理番号１番 第２５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、２５号につきましては、可決・承認といたします。 

 

議長 宮本君 

 

続きまして、議案第２６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。 

 

次長 下前君 

 

議案第２６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 １，９１３㎡ 畑１８０㎡）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３年２月１５日提出 柳井市農業委員会長 宮本 三雄 

 

次長 下前君 

（５条－１） 

 

それでは、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１８０㎡です。 

権利の種類は使用貸借権の設定です。 

借人は、市内に居住する会社員で、現在実家で親と同居していますが、子

供の将来を考え、実家の隣接地に自己用住宅を建設するものです。 

貸人は、借人の要望に応じるものです。 

なお、申請地には既に住宅が建っており、今後農地法を遵守する旨の始末

書も提出されております。 

申請地は、位置図（2）の方でございます。 

●●●●から北へ３㎞の距離にある、●●●●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、別紙現地調査票により整

理番号１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るため、第２種農地と判断されます。 



 - 7 - 

「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。 

 

次長 下前君 

（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 田 面積１，０８４㎡ です。 

受人は、●●に本店を置く法人で、売電による収入を見込み、太陽光発

電設備、パネル面積５４０．９５㎡、発電出力４９．５０ｋｗ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（２）でございます。 

●●●●から南へ６００ｍの距離にある、●●●●から東へ１００ｍ

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、別紙現地調査票により整

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１０ｈａ未満

の小集団の農地であるため、第２種農地と判断されます。 

「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。 

 

次長 下前君 

（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８２９㎡ です。 

受人は、整理番号２番と同じ法人で、売電による収入を見込み、太陽光

発電設備、パネル面積４０５．７１㎡、発電出力３８．５０ｋｗ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（２）でございます。 

●●●●から南へ８００ｍの距離にある、●●●●から東へ８０ｍ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、別紙現地調査票により整

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１０ｈａ未満

の小集団の農地であるため、第２種農地と判断されます。 

「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、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３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 いま事務局より説明があったとおり、１番の方ですけど、現状で家が

建ってまして、その家を解いて更に新しく家を建てるというような訳

でありまして、水路についても、排水についても何ら問題ないと思い

ますのでよろしくお願いします。 
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続きまして、２番、３番ですが同じ法人さんで、場所もすぐ近くでやら

れるということで、２番の方は本当に海沿いで、今ちょっと荒れてい

るような感じの圃場なので、そこが太陽光パネルですごく見晴らしが

良くなるというふうな感じになってます。 

３番もすぐ近くなので、排水等何ら問題ないと思います。 

よろしくお願いします。 

 

議長 宮本君 

 

はい、整理番号１番から３番につきまして、他に質問はございません

でしょうか。 

（質疑なしの声あり） 

 

議長 宮本君 

 

ないようですので整理番号１番から３番 議案第２６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、２６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、２７号を上程します。 

事務局からの説明をお願いいたします。 

 

次長 下前君 議案第２７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３年２月１５日提出 柳井市農業委員会長 宮本 三雄。 

 

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３年２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、３筆、３，８０２㎡の新規の利用権の設定でございます。 

議案第２４号でご審議いただきました３条許可申請の申請者の利用権

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、２７号につきましては補足説明を終わります。 

質疑が何かございますでしょうか。 
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●番 ●●君 

 

先ほど、申請人の方で、議案２４号で提出がありましたが、ここで自然

薯をという話が出ておりましたが、ちょっと栽培環境が適さないとい

うことで一応他の野菜をＪＡの方の指導によって栽培していただくと

いうことで、本人さんと話をしておりますが、ここの場所につきまし

ては、●●の貸人の家のちょうど東側ですね、そこともう一つは、●●

の●●の上の方の農地でございまして、ここは自然薯栽培が適してお

りますので、現在自然薯の生産が間に合いませんので、ここで自然薯

を作っていただくということで、是非栽培をしていただきたいと思う

訳でございます。 

以上でございます。 

 

議長 宮本君 

 

 

議長 宮本君 

 

ありがとうございます。 

これは、自然薯ということで、●●委員の手がかかると思います。 

 

それでは、質疑を終了しまして、２７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、２７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２８号を上程します。 

事務局からの説明をお願いいたします。 

 

次長 下前君 

 

議案第２８号 農用地利用計画の一部変更について 

農業振興地域の整備に関する法律施行規則第３条の２第２項において

準用する同条第１項の規定により、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３年２月１５日提出 柳井市農業委員会長 宮本 三雄。 

 

次長 下前君 

（除外－１番） 

 

農用地利用計画の変更に係る調書に基づきまして、この案件につきま

してご説明申し上げます。 

番号１番でございます。 

申請地は、●●●●●●番● 地目 田 面積４，１２６㎡の内２．２

５㎡です。 

変更後の用途は、携帯電話無線基地局です。 

変更の理由及び用途につきましては、申請地周辺の電波状況が良好で

ないため、このたび、携帯電話の通信品質を改善するため申請地に携

帯電話無線基地局を設置するものです。 

本件につきましては、電気通信事業法による認定電気通信事業者が行

う中継施設等の設置に伴うもので、公益性が特に高いと認められる事
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業に係る施設用地であり、農用地区域からの除外前に工事実施するこ

とが認められております。 

なお、農地法上も許可不要案件ですが、関係機関との事前協議も済ん

でおり、届出も済んでおり、今回、農用地からの変更、除外をするもの

です。 

申請地は、位置図（１）の右上の方でございますが、●●●●から南東

に１．１㎞の距離にある●●●●から北西へ１４０ｍの距離にある農

地です。 

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、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番につきましては、●●地区委員の意見を求めます。 

●●委員。 

 

●番 ●●君 この土地はですね、以前視察もしておりますし、ここらは携帯がかか

りくいと言うんでよう苦情があるんですよ。 

特に、●●の所がいけんみたいようだったんで、アンテナの個所は●

●のちょっと上に入った所で、ほんの小さな面積で済むんで問題ない

と思いますんで、地元委員としては異議はございませんのでよろしく

お願いいたします。 

 

議長 宮本君 

 

１番につきまして他に質疑はございますでしょうか。 

 （質疑なしの声あり） 

はい、質疑なしのようですので、１番につきまては質疑なしと認めま

す。 

 

議長 宮本君 

 

質疑を終了して、１番につきまして、第２８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。 

議案第２８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２９号を上程します。 

事務局の説明をお願いいたします。 

 

次長 下前君 

 

議案第２９号 農地の賃借料情報の提供について 

農地法第５２条に基づき、農業委員会が提供する農地の賃借料情報を

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。 
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令和３年２月１５日提出 柳井市農業委員会長 宮本三雄。 

 

次長 下前君 

 

それでは、柳井市賃借料情報の方をご見ていただけたらと思います。 

農地法第５２条において、「農業委員会は、借賃等の動向に関する情報

の提供を行うものとする。」と規定されており、これに基づき賃借料情

報の提供を行うものです。 

賃借料については、令和２年１月から１２月までの昨年１年間の賃貸

借契約の実績をもとに、地区毎に基盤整備地域及び未整備地域に分け、

平均額、最高額、最低額を算出しています。 

データは、全て利用権設定に係るものです。 

賃貸借は１７７筆でした。 

ちなみに使用貸借は２７８筆ありました。 

賃借料の水準の算出にあたっては、契約件数が５件未満のものは集計

から除外し、また、平均より著しく高額あるいは低額のものも除外し

ています。 

また、物納としている場合は、６０㎏あたり１２，４８０円に換算し

て計算しています。 

その結果、柳井市平均は６，１００円となっております。 

なお、この賃借料情報はあくまでも参考ですので、実際の貸し借りに

際しては当事者間で話し合って決めていただくこととなります。 

総会において承認後、柳井市のホームページに掲載し、公表する予定

でございます。 

以上で説明を終わらせていただきます。。 

 

議長 宮本君 

 

 

 

８番 槇本君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、質疑は何かございますでしょうか。 

 

●●なんかであったら、圃場整備を行うときに、いくらで借りますと

いうのを条件で圃場整備をやっている訳です。 

だから、新しく集積した所なんかは１０ヘク以上というたら３００万

金を貰っているんですよね。 

それを貰うというのは、まとめてとくれるということで契約してやっ

ていますんでね、ちょっとこれでめんどうくさいところがあるんです

よね。 

この値段なんかというのは、ごく妥当と思うんですけど、うちなんか

ちょっと、その辺が引っかかるところがあって、全面的に変えるとい

うことはちょっと無理じゃないかなと思います。 

以上です。 
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議長 宮本君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８番 槇本君 

 

議長 宮本君 

 

 

８番 槇本君 

 

議長 宮本君 

 

 

８番 槇本君 

 

 

 

 

次長 下前君 

 

 

８番 槇本君 

 

議長 宮本君 

 

 

 

これは、まあそれぞれの地区でですね、賃貸借料についてはそれぞれ

条件が色々違うんで難しいところで、これが大体柳井市においては出

てはいるんですが、今言ったように１０年なら１０年中間管理機構を

通してとかね、１０年の間には随分相場的にも色々変わってくると思

うんでね、なかなか賃貸借料は難しいところがあると思いますね。 

まあ、それぞれの地区でお互いに貸す方と借りる方で納得のいくよう

な条件で、あくまでもこれは目安として決めていただくのがベストと

思うんですが。 

どんなですかね。 

 

しょうがない。 

 

まあ、それぞれの地区でお互いに協議のうえで決めていただければ良

いのではないかなと思っております。 

 

絶対これでやれと言わんほうがいいと思うね。 

 

当然年数が経つと見直しも当然やっていかんにゃいけん時代だとは思

いますよ。 

 

その辺総会にかけて、それを決めりゃあ、決まらんことはないんです

よ。 

だけど、これまだ元気でねやっておられる、草も刈ってくれよるとこ

ろなんか猛反発だろうと思うんですよ。 

 

これは、あくまでも情報提供で、ホームページにながすものであって、

これでやってくださいと言うものでもないんで。 

 

●●の方でこれを見たら、腹を立てますよ。 

 

他に質疑ないですかね、 

（質疑なしの声あり） 

 

議長 宮本君 

 

ないようでしたら、議案第２９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２９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 

 

以上をもちまして総会は閉会とします。 

（閉会 午前９時３０分） 

 

 


