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第１０回農業委員会総会会議録 

 

１ 開催日時  令和３年４月１５日（木） 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 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   ４番 吉弘  功 君   ５番 原田 淳一 君 

   

   

 

５ 説明のため出席した者  

 事 務 局 長    下前 真一 君 

 事務局次長    松村 和裕 君 

  

 

６ 記事ならびに議事録調整者 

 職   員    伊藤 義人 君 
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会議に付議した事項 

 

議案第３９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４０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４１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４２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４３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４４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４５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 
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第１０回農業委員会総会次第 

 

議長 宮本君 

 

それでは、ただ今より、第１０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 

勝本委員と槙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が、ご異議ござ

いませんでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

ご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３９号を上程します。 

事務局の方で説明をお願いします。 

 

局長 下前君 

 

議案第３９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 ５，１５１㎡ ）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４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、松村次長が説明いたします。 

 

次長 松村君 

（３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８３８㎡ です。 

利用状況は普通畑です。権利の種類は所有権の移転です。 

受人は、現在、●●●●に居住していますが、この度、農地の集積に

よる作業の効率化のため、申請地を購入する予定であり、野菜栽培を

行う予定です。 

渡人は高齢で耕作管理が困難なうえ、後継者も不在なために、譲り

渡すものです。 

申請地は、位置図に示していますが、●●●●●●から東へ約１．４

ｋｍ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、別紙の現地調査票

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
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域との調和要件を審査した結果適当と考えられ、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 松村君 

（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 田 面積１，３８２㎡ 外４筆 合

計 田 ４，３１３㎡です。 

利用状況は一毛作です。権利の種類は所有権の移転です。 

受人は、現在、申請地から近距離に居住しており、耕作・管理が便利

なため、申請地を譲り受け農業経営の拡大を図るものです。営農計画

は、水稲及び大豆・麦を耕作する予定で、家庭内労働力、本人・父・母・

子により、十分耕作管理ができる状態にあります。 

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、●●●●●●から西へ約３０

０ｍ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、別紙の現地調査票

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、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番及び２番につきましては、●●●●地区担当の●●委

員、お願いします。 

 

●番 ●●君 ただいま事務局の方からご説明がございましたとおり、去る３０日

に現地調査を行っております。整理番号１につきましては、すでに受

人の方が利用権設定で耕作をしている農地でございます。それを譲り

受けるというものでございます。整理番号２番につきましても、渡し

人の方が高齢のために渡すというものでございますけれども、実は、

この農地は国営基盤整備事業の計画区域に入っておりまして、引き続

き基盤整備をされるということでございます。いずれも問題ないと判

断しております。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議長 宮本君 整理番号１番及び２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 それでは、質疑を終了して、整理番号１番及び２番について、原案の
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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） 

全員挙手と認めます。 

よって、議案第３９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４０号を上程します。 

事務局の説明をお願いいたします。 

 

局長 下前君 

 

議案第４０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１名（田 １，００５．５１㎡ ）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４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、松村次長が説明いたします。 

 

次長 松村君 

（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９９４㎡です。 

申請人は、娘夫婦が経営する店舗を手助けするため、店舗に隣接す

る申請地に従業員用の休憩所及び駐車場並びに自己用住宅及び車庫を

建設するものです。 

自己用住宅の建ぺい率につきましては、住宅敷地 ４５６㎡に対し

自己用住宅 ８４．４６㎡、車庫 ５９．６２㎡、合計建築面積 １４

４．０８㎡となり、３１．５９％となります。記載が漏れておりまし

た、お詫び申し上げますとともに、建ぺい率の記入をお願いします。 

申請地は、位置図に示していますが、●●●●から北へ約１．２ｋｍ

の距離にある●●●●から西へ６０ｍ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、別紙の現地調査票

のとおり、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り、第２種農地と判断されます。

「１立地基準」「２一般基準」について審査した結果適当と考えます。 

 

次長 松村君 

（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９．６７㎡ 外１筆、

合計 田、１１．５１㎡です。 

申請人は、議案第４１号整理番号５番の宅地分譲開発に伴い隣接す

る農地の排水路がなくなるため新たに設置するものです。本案件は、

全長 ６０．６ｍの内 ３８．４ｍを建設し、隣接農地の所有者に貸し

与えるものです。あとの４１号６番でご審議いただきます残りの２２．
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２ｍについては隣接農地の所有者を本案件の受人が譲り受け水路を建

設し農地所有者に貸し与えるものです。 

申請地は、位置図に示していますが、●●●●から東へ約２．８ｋｍ

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、別紙の現地調査票

のとおり、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。「１立地基準」「２一般基

準」について審査した結果適当と考えます。 

 

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２番につきまして、●●●●担当委員の意見を求ます。 

●●委員。 

 

●番 ●●君 今、事務局の方から詳しく説明がございまして、４月５日に関係担

当農業委員３名と最適化推進委員で現地を確認いたしまして、諸基準

に対してすべて適合しておりまして、特別問題ございませんので、民

様方のご審議をよろしくお願い申し上げます。 

 

議長 宮本君 整理番号１番２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 それでは、質疑を終了して、整理番号１番２番について、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。 

よって、議案第４０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４１号を上程します。 

事務局の説明をお願いいたします。 

 

局長 下前君 議案第４１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９名（田 １５，５２８．５３㎡ 畑 １，４９３㎡ ）

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４月１５日提出 柳井市農業委員会長 宮本 三雄 
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調書につきましては、松村次長が説明いたします。 

 

次長 松村君 

（５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３１０㎡ 外３筆 合

計 田 １，５３４㎡です。 

受人は、●●で太陽光発電事業を営む法人で、売電収入を見込みパ

ネル設置面積１，３４４．８９㎡、発電出力２４９．９kw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。 

本件につきまして、審査基準の適合については、別紙の現地調査票

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。「１立地基準」「２一般基

準」について審査した結果適当と考えます。 

 

次長 松村君 

（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２，７１２㎡です。 

受人は、整理番号１番と同じ法人で、売電収入を見込みパネル設置

面積１，４１４．６２㎡、発電出力２４９．９kwを建設するものです。 

渡人も整理番号１番と同一で、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、位置図に示していますが、●●●●から東へ２．９㎞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、別紙の現地調査票

のとおり、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。「１立地基準」「２一般基

準」について審査した結果適当と考えます。 

 

次長 松村君 

（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１，８９０㎡です。 

受人は、●●で太陽光発電事業を営む法人で、売電収入を見込みパ

ネル設置面積４１２．１１㎡、発電出力４９．５kwを建設するもので

す。 

渡人は高齢になり、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、別紙の現地調査票
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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。「１立地基準」「２一般基

準」について審査した結果適当と考えます。 

 

次長 松村君 

（５条－４） 

続きまして整理番号４番でございます。 

説明の前に調書の訂正がございます。申請地の面積が５１０㎡と記

載しておりますが５０１㎡の間違いでございます。お詫び申し上げま

すとともに訂正をお願いします。それではご説明いたします。 

申請地は、●●●●●●番● 地目 畑 面積５１０㎡です。権利

の種類は使用貸借による権利の設定です。 

受人は、アパート経営で生活の安定を図るため共同住宅８室並びに

駐車場を建設するものです。 

渡人は、受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、●●●●から北へ８００ｍ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、別紙の現地調査票

のとおり、整理番号４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。「１立地基準」「２一般基

準」について審査した結果適当と考えます。 

 

次長 松村君 

（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２，４８２㎡外５筆 

合計 田 ５，２８６．８６㎡ 畑 ５２㎡です。 

受人は、●●に本店を置く不動産業を営む法人で、住環境に恵まれ

た申請地において開発による宅地造成を行い、宅地分譲１６区画を建

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、●●●●から東へ約２．８０ｋ

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、別紙の現地調査票

のとおり、整理番号５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。「１立地基準」「２一般基

準」について審査した結果適当と考えます。 

 

次長 松村君 

（５条－６） 

続きまして整理番号６番でございます。 

こちらも説明の前に調書の訂正がございます。転用目的の用途の欄

に６．６７と記載しておりますが、全体面積１８．１８、一体利用地 

１１．５１、申請地６．６７の間違いでございます。お詫び申し上げる

とともに訂正をお願いします。それではご説明いたします。 

申請地は、●●●●●●番● 地目 田 面積１．４０㎡ 外１筆 
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合計 田 ６．６７㎡。 

本案件は議案第４０号整理番号２番でご審議いただきました貸農業

用水路６０．６ｍの内２２．２ｍの転用でございます。５番の開発に伴

い隣接農地の排水路を設置するもので隣接農地の一部に受人が水路を

作り同じ隣接農地所有者に貸し付けるものです。 

申請地は、位置図に示していますが、●●●●から東へ約２．８ｋｍ

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、別紙の現地調査票

のとおり、整理番号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。「１立地基準」「２一般基

準」について審査した結果適当と考えます。 

 

次長 松村君 

（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● 地目 田 面積１，３２３㎡です。 

受人は、●●で太陽光発電事業を営む法人で、売電収入を見込みパ

ネル設置面積４５１．７６㎡、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て譲り渡すものです。 

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、別紙の現地調査票

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。

「１立地基準」「２一般基準」について審査した結果適当と考えます。 

 

次長 松村君 

（５条－８） 

続きまして整理番号８番でございます。 

申請地は、●●●●●●番● 地目 畑 面積４０４㎡です。 

受人は、●●で太陽光発電事業を営む法人で、売電収入を見込みパ

ネル設置面積１４４．５３㎡、発電出力１６．５kw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、●●●●から南へ８００ｍの

距離にある、●●●●から東へ６０ｍ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、別紙の現地調査票

のとおり、整理番号８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。

「１立地基準」「２一般基準」について審査した結果適当と考えます。 

 

次長 松村君 

（５条－９） 

続きまして整理番号９番でございます。 

申請地は、●●●●●●番● 地目 畑 面積５２７㎡ 外１筆 
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合計 田 ２５５㎡ 畑 ５２７㎡です。 

受人は、整理番号８番と同じ法人で、売電収入を見込みパネル設置

面積２１７．０５㎡、発電出力２４．７５kwを建設するものです。 

渡人も整理番号８番と同一で、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、●●●●から南へ８００ｍ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、別紙の現地調査票

のとおり、整理番号９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。

「１立地基準」「２一般基準」について審査した結果適当と考えます。 

 

次長 松村君 

（５条－１０） 

続きまして整理番号１０番でございます。 

申請地は、●●●●●●番● 地目 田 面積２，３４２㎡ 外１

筆 合計 田 ２，５２１㎡です。 

受人は、●●で太陽光発電事業を営む法人で、売電収入を見込みパ

ネル設置面積７３３．４４㎡、発電出力４９．５kwを建設するもので

す。 

渡人は高齢で、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２．１㎞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、別紙の現地調査票

のとおり、整理番号１０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。

「１立地基準」「２一般基準」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 以上で補足説明を終わります。 

それでは、１番から６番につきまして、●●地区担当委員の●●委

員。 

 

●番 ●●君 申請のございました６地区につきましてご説明申し上げますと、こ

の地区につきまして４月５日に３名の農業委員と、それから担当地区

では３名の最適化推進委員がいらっしゃいますが、それぞれの地区担

当１名ずつ参加していただきまして現地の調査をさせていただきまし

て、審査をしまして、諸基準にすべて適合しておりまして、内容につき

ましては事務局の方から説明がありましたとおりでございまして、特

別な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。 
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議長 宮本君 はい、１番から６番について、他に質問はございませんでしょうか。 

はい、どうぞ、●●委員。 

 

●番 ●●君 ２番と５、６ですが、地続きとかの状況はどんなになっているので

しょうか。要は２番でパネルが立って、５、６は宅地分譲なんです。だ

から、宅地分譲する業者さんも隣にパネルもある程度広い面積の大き

なパネルになるんで、それが立ったあと宅地を分譲すると言っても、

入ってくれ手があるかなどうかなという点ですね。それと地続きであ

れば、２番をパネルにするよりは、宅地分譲で一体開発した方がいい

んじゃないかという気がするんが、ということです。 

 

局長 下前君 この件につきましては、宅地分譲の業者の方でございますが、そち

らの方は、すぐそばに太陽光のパネル設置の計画があり、設置される

ことは了解済みでございます。それを踏まえて宅地分譲するというこ

とでございます。パネルにつきましても、２番のパネルの上側が宅地

分譲になりますので、その辺も業者の方も了解したうえで設置される

ということでございます。 

 

●番 ●●君 了解が得られているということですね。 

 

会長 宮本君 高低差がかるからね。 

 

局長 下前君 高低差もありますし、宅地分譲する業者の方もすぐ隣接地の下側に

太陽光が設置することは了解しています。 

 

●番 ●●君 分かりました。 

 

議長 宮本君 いいですかね。 

それでは次に７番につきまして、●●委員が休みですので●●委員

お願いします。 

 

●番 ●●君 ７番につきましてご説明させていただきます。現況田んぼというこ

とで転用になっておりますが、不作付け、荒れてはおりませんが、不作

付け状態の農転でございまして、最適化推進委員も含めて現地確認を

させていただいておりますが、パネル設置をされても特に問題はない

というふうに考えておりますので、よろしくお願いします。 

 

議長 宮本君 はい、７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。 



 - 12 - 

 

議長 宮本君 次に、８番から９番まで●●担当の●●委員、お願いいたします。 

 

●番 ●●君 ８番、９番ですが、まず８番の方はですね、以前に申請で許可をいた

だいておる近隣の土地で、周りは工事を、太陽光の工事を始めている

ような隣接地でございます。９番の方は●●の、●●の団地のほんと

入り小口の圃場でして、周りに及ぼす影響はほぼないと両方考えてお

ります。よろしくお願いします。 

 

議長 宮本君 ８番、９番について、他に質問はございませんでしょうか。 

（質疑なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

 

議長 宮本君 次に、１０番につきまして●●地区担当委員の●●委員、お願いし

ます。 

 

●番 ●●君 整理番号１０番ですが、先日４月５日に事務局のお二人と関係農業

委員さんと最適化推進委員とで現地を調査いたしました。ただいま事

務局の詳しい説明があったとおりで、県道と荒廃地の間に囲まれた土

地で、中に既設の水路もありますので雨水はそれに処理できるものと

考えております。よって、何ら問題ないと思いますので、よろしくご審

議のほどお願いいたします。 

 

議長 宮本君 はい、１０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 質疑を終了して、１番から１０番、議案第４１号については、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。 

よって、議案第４１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４２号を上程します。 

事務局の説明をお願いいたします。 

 

局長 下前君 議案第４２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。 
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令和３年４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、松村次長が説明いたします。 

 

次長 松村君 それでは、農用地利用集積一覧表をご覧ください。 

市長より令和３年４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。１２件、１６筆、２５，９９１㎡の更新新規・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 以上で補足説明を終わります。 

それでは、議案第４２号についてほか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、議案第４２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。 

（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４２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４３号を上程します。 

事務局の説明をお願いいたします｡ 

 

局長 下前君 議案第４３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１

８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３年４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、松村次長が説明します。 

 

次長 松村君 それでは、農用地利用集積一覧表をご覧ください。 

市長より令和３年４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、６筆、７，９４０㎡の所有権移転でございま

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
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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、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 以上で補足説明を終わります。 

それでは、議案第４３号についてご審議をお願いします。 

ほかに質疑はございませんでしょうか。 

（質疑なしの声あり） 

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４３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。 

（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４３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４４号を上程します。 

事務局の説明をお願いいたします。 

 

局長 下前君 議案第４４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３年４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、松村次長が説明します。 

 

次長 松村君 それでは、農用地利用集積計画一覧表（農地中間管理事業）をご覧く

ださい。市長より令和３年４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

の各要件をみたしていると考えます。 
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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 以上で説明を終わります。 

それでは、ご審議願います。 

質疑はございませんでしょうか。 

（質疑なしの声あり） 

はい、異議なしと認めます。 

 

議長 宮本君 それでは質疑を終了して、議案第４４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。 

（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４４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４５号を上程します。事務局の説明をお願いい

たします。これは、農業委員会等に関する法律第３１条の規定により、

議事参与が制限されますので、齋藤委員は議事に参与しないこととし

ます。 

それでは、お願いいたします。 

 

局長 下前君 議案第４５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３年４月１５日 柳井市農業委員会長 宮本 三雄 

調書につきましては、松村次長が説明いたします。 

 

次長 松村君 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３年４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、本配分計画案の決定後、議案第４４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。 
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議長 宮本君 以上で補足説明を終わります。 

この件について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 質疑を終了して、議案第４５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４５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４７分） 

 

 


