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農業委員会総会会議録 
 

 

 

 

注： この公開用議事録は個人情報に関連すると思われる部分等については●で消していま
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第９回農業委員会総会会議録 

 

１ 開催日時  令和３年３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 １３番 宮本  三雄 君 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

４ 欠席委員 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 3 - 

会議に付議した事項 

 

議案第３０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３１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３２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３３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３４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３５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３６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３７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 

議案第３８号  農地の権利取得後における下限面積（別段面積）の決定について 
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第９回農業委員会総会次第 

 

議長 宮本君 

 

それでは、第９回農業委員会総会を開会いたします｡ 

出席委員は、今日は齋藤委員１名が欠席で１３名中１２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。 

会議規則第１６条の規定により、議長により原田委員と中元委員にお

願いいたします。 

次に、会期についてお諮りいたします。 

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） 

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、ただいまより議事に入ります。 

議案第３０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３０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 １，２８９㎡ 畑 ４，４０８㎡）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３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 

（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１，２８９㎡ 外２筆 合

計田 １，２８９㎡ 畑 ３５２㎡です。 

利用状況は休耕です。 

権利の種類は所有権の移転です。 

受人は、現在、●●の奥に居住していますが、このたび、申請地に隣接

する宅地を購入し居住する予定であり、あわせて隣接する農地等を購

入し果樹を植える予定でございます。 

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、位置図の（２）の方でございます。 

●●●から北へ約８９０ｍの距離にある、●●●●については●●●

●に沿った農地であり、●●●●と●●●●の農地については●●●
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●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、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。 

 

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１６９㎡ 外５筆 合計 畑 

４，０５６㎡です。 

利用状況は休耕と普通畑です。 

権利の種類は所有権の移転です。 

受人は、現在、申請地に隣接した宅地を購入し居住しており、以前より

検討していた農業経営の見通しがついたため、このたび購入するもの

です。 

営農計画は、みかん、ゆず等柑橘類や、ブルーベリーなども栽培する予

定で、既に苗木等の手配等も進めているところでございます。 

また、市、県の就農支援も今検討しているところでございます。 

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（１）の方でございます。 

●●●●●から北東へ約２．２㎞の距離にある、●●●●、●●●●、

●●●●，●●●●の農地につきましては●●●●●に沿った農地で、

●●●●と●●●●は自宅に隣接した●●●●●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、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 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番につきましては、●●地区担当委員の●●委員。 

 

●番 ●●君 整理番号１番について、３月１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の説明があったとおり、受人は既に農業に従事し

ていますが、市外に住む渡人から住宅を含めて申請地を購入し、規模

を拡大する予定です。 

地元委員としては、異議はありません。 

●●委員も異議はないと言っておられました。 

どうかご審議をお願いいたします。 
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議長 宮本君 はい、整理番号１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） 

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●●地区担当委員●●委員。 

 

●番 ●●君 先日３月３日に事務局の職員さんと、地元推進委員さんとで現地を調

査いたしました。 

これは、みかん畑を長い間休耕された所を、このたび、家と畑とそれか

ら荒れた休耕田をこのたび求められるもので、新規就農者で入られる

んで、地元委員としては歓迎すべきと考えております。 

どうかよろしくご審議の程お願いいたします。 

 

議長 宮本君 はい、整理番号２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） 

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番と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３０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３１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３１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 １，４９０㎡）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３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、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１，４９０㎡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。 
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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（１）に示していますが、●●●から北へ２㎞の距離

にある、●●●から西に１３０ｍ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１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番について、●●●地区担当委員の意見を求めます。 

●●委員。 

 

●番 ●●君 今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、３月３日

に関係農業委員３名と最適化推進委員１名、それから事務局とですね、

現地の確認をさせていただきました。 

●●●でございまして、現在耕作をですね、もう母親が亡くなりまし

たので、息子さんがですね●●におられて、実際に耕作が無理だとい

うこともありますし、審査基準にもすべて適合いたしますし、それか

ら計画書も色々見せていただきましたが、別に問題がございませんの

で、一応関係委員としてはですね、問題ないというふうに思っており

ますので、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） 

はい、質疑なしと認めます。 

 

議長 宮本君 質疑を終了して、整理番号１番 議案第３１号について、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。 

議案第３１号については、可決・承認と決します。 

 

議長 宮本君 次に、議案３２号から３５号までの４件はいづれも農用地利用集積計

画の決定についての案件です。 

議事参与に制限がありますので、議案３２号については●●●●地区、

議案３３号については●●●●地区、議案３４号については●●●●
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地区、議案３５号については●●●●地区に分けて農用地利用集積計

画を作成しております。 

関連がありますので一括して上程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） 

 

議長 宮本君 はい、異議なしと認めます。 

よって、議案第３２号から３５号までの４件は一括して上程をするこ

ととします。 

それでは、議案第３２号から３５号までの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３２号から議案第３５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３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、説明の前に農用地利用集積一覧表の訂正がございますので、

そちらの方からお願いいたします。 

まず、議案第３３号の●●●●地区の調書でございます。 

●●●●地区の調書の３枚目でございます。 

Ａ３の調書の右上の方に番号がうってあります。 

そこが３番でございます。 

３枚目でございます。 

その中の整理番号６７番、権利を受ける者●●●●さん、権利を設定

する者が●●●●さんの利用権設定の６７番でございます。 

そちらの利用権の設定内容でございまして、右の方にございますが、

利用権の設定の期間を３年と記載しておりますが、１年の間違いでご

ざいます。 

３年を１年に訂正をお願いできたらと思います。 

それと、あともう 1か所でございます。 

次も同じく●●●●の関係で６ページでございます。 

右上の番号が６とうってあるところでございますが、その調書の中の

整理番号１０２番と１０３番でございます。 

利用権を受ける者が●●●●さんで、利用権を設定する者がの●●●

●さんと●●●●さんとなっておる１０２と１０３番でございまし

て、こちらも利用権の期間を３年と記載しておりますが、１年の間違

いでございます。 



 - 9 - 

３年を１年に訂正の方をお願いいたします。 

それと、あと１か所でございますが、議案３５号の●●●●の調書で

ございます。 

●●●●の利用権の一覧表でございますが、下の方の整理番号１８４

番、権利を受ける者が●●●●、権利を設定する者が●●●●さんで、

整理番号１８４番でございまして、こちらの訂正箇所は、農地の所在

地、●●●●さんの欄を右に、括弧で一時利用指定という欄がありま

すが、その下に筆番号１番、（●●）、（３）と記載しておりますが、（３

８）の間違いでございます。 

（３）を（３８）に訂正の方をお願いいたします。 

お詫び申し上げますとともに訂正の方をお願いできたらと思います。 

それではご説明いたします。 

市長より、令和３年３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。 

合計１９０件、３３９筆、５５８，２３５㎡の計画で、うち新規の計画

が３２筆５８，０８１㎡となっております。 

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 

 

 

 

●番 ●●君 

 

 

議長 宮本君 

 

 

 

 

●番 ●●君 

補足説明を終わります。 

それでは、議案第３２号についてご審議をお願いいたします。 

質疑は、ございませんでしょうか。 

 

これ、１年契約というやつはどういう考えで１年になっているですか

ね。 

 

●●の分でいえば、●●さんが、●●ね、●●の田んぼを法人として作

られるんですが、そういう関係で地域が違うからまあ１年づつという

感じではないでしょうか。 

圃場整備もちょっと絡んでおるんでね。 

 

いつでも辞められるというパターンではあると思うんですが。 

ちょっとなんか安定性がないと言うんかね。 

 

議長 宮本君 

 

 

 

●番 ●●君 

 

面倒くさいいね、毎年、毎年契約が。 

その辺、今最適化推進委員が契約する時にちょっとアドバイスしても

ろうたらええんじゃないかと思いますけどね。 

 

通常３年か５年はやってもらいたいですね。 
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議長 宮本君 

 

 

 

●番 ●●君 

 

議長 宮本君 

 

 

最低３年位ね。 

まあ、ちょっと最適化推進委員さんに、その辺も含めて言うてもらう

ようにしたらええんじゃないかと思いますが。 

 

ありがとうございました。 

 

他に質疑はありませんでしょうか。 

それでは質疑がないようですので、３２号について、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３２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３３号については、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、●●委員は議事

に参与しないこととします。 

それでは、第３３号について審議をお願いいたします。 

質疑は、ございませんでしょうか。 

 

議長 宮本君 はい、質疑がないようなので、それでは、質疑を終了して、第３３号に

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、３３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３４号について、農業委員会等に関する法律第３

１条の規定により、議事参与が制限されますので、●●委員、●●委

員、●●委員は議事に参与しないこととします。 

それでは、議案３４号についてご審議をお願いいたします。 

何か質疑はございませんでしょうか。 

 

議長 宮本君 ないようですので、それでは、３４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、３４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、３５号について審議をお願いいたします。 
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質疑は、ございませんでしょうか。 

 

議長 宮本君 質疑がないようですので、質疑を終了して、３５号について、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、３５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、３６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３６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３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３年３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。 

３８件、６６筆、１３１，８２２㎡の計画で、うち新規は２筆、４，４

１６㎡となっています。 

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。 

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。 

ご審議をお願いいたします。 

質疑は、ございませんでしょうか。 

 （質疑なしの声あり） 

はい、質疑なしと認めます。 

 

議長 宮本君 ３６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。 

よって、可決・承認と決します。 

 

議長 宮本君 

 

続きまして、第３７号につきまして、農業委員会等に関する法律第３

１条の規定により、議事参与が制限されますので、●●委員は議事に

参与しないこととします。 

３７号を事務局から説明をお願いいたします。 

 

局長 伊藤君 議案第３７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３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、農用地利用配分計画一覧表（案）を見ていただけたらと思い

ます。 

市長より、令和３年３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３６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

分計画を定めるとともに、一部配分先の変更に伴い配分計画を定め、

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。 

それでは、ご審議をお願いいたします。 

質疑は、ございませんでしょうか。 

  

議長 宮本君 質疑がないようなので、質疑を終了し、議案第３７号について、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３７号については、可決・承認と決します。 
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議長 宮本君 

 

続きまして、議案第３８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３８号 農地の権利取得後における下限面積（別段面積）の設

定について 

農業委員会の適正な事務実施についての改正の通達に基づき、下限面

積（別段面積）の設定について、この会の意見を求めます。 

令和３年３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、農地の権利取得後における下限面積の資料を見ていただけ

たらと思います。 

１番 下限面積、別段面積ですが、３０ａ 

２番 下限面積の設定理由につきましては、記載のとおりで、農業委

員会が定めようとする別段面積は、設定区域内においての農地の事業

に供している者の総数の概ね１００分の４０を下らないように算定さ

れることから、下限面積を設定するものでございます。 

以上でございます。 

 

議長 宮本君 

 

 

 

４番 吉弘君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次長 下前君 

 

 

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。 

何か質疑はございますでしょうか。 

 

この件に関しては別にこれで承知なんですが、従前から事務局にお願

いしているんですが、空き家に付いての農地がちょっと残ってしまう

ような場合に、例えば、今度空き家を買われる方は３反ないけど、農地

も一緒に付いて売りたいという場合があります。 

それについて柔軟に対応してもらいたいということです。 

平生町が今回３条の許可の場合１００坪位あったんですけれども、隣

の田んぼか畑をを一応管理するということを条件で、空き家の移転と

同時に、管理するという条件で３条の許可を農家以外の人に、３反も

ちろん持ってないけれども出したというようなことがあるんで、柳井

もそういうようなことを進めていかないと、結構空き家が増えていく

し、農地が結構荒れていくということもあるんで、その辺を要望とし

てひとつお願いしたいと思います。 

 

今の吉弘委員の話でございますが、事務局としましても、平生、また大

島、岩国の方も取り組んでいる所がありますので、そちらの情報収集

をして、空き家対策の総合政策課、そちらの方とも協議しながら、ちょ
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議長 宮本君 

 

次長 下前君 

 

８番 槇本君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 宮本君 

 

 

 

 

 

８番 槇本君 

 

 

議長 宮本君 

 

っとこの件につきましては検討し、また進めて行きたいと考えており

ます。 

また、その際には農業委員さんの皆様方にもご協議なりさせていただ

けたらと思いますので、この件につきましては今後ともよろしくお願

いできたらと思います。 

以上でございます。 

 

山口県は３反以下の所もあるんかね。 

 

岩国が一部１反という所があります。２反の所もあります。 

 

これは隣の件とかを考えてやるということにしちょったいね。 

だから、このままいったらずっと３反でいく可能性があるということ

ですね。 

空き家を見にこられて買いたいというても、田んぼが６反あって、山

が２町位あったら、絶対売れんですよね。 

その辺をもうちょっと、農業委員会がやるべきことじゃないと思うん

ですけどね、どうにかして前に進めていかんと、このままいったら皆

空き家になっていくから、皆法人が借り上げるようになって、圃場整

備をやってない田も皆借りんにゃいけんようになるんでね。 

借らんかったら絶対荒れますからね、そのまま。 

 

今は、地主は空き家だけを売るんじゃなしに、一緒に引き取ってくれ

というのが多いんでね。 

なかなか難しいね。 

空き家だけでも難しいのに、農地まで引き取ってもらわんと負の遺産

になるけえ、いやちゅうのが多い。 

 

きれいに管理されているんだったら、まだちょっと色気もあるんだけ

ども、竹が生えちょるような農地を持っていたら仕方がない。 

 

まあ、今後情勢も変わってくると思うんでね、その辺を柔軟に考えて

いかんにゃいけん時代になってくるんじゃないかと思いますね。 

はい、他に何か意見がございますか。 

 

議長 宮本君 ないようですので、質疑を終了して、議案第３８号について、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。  
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議案第３８号については、可決・承認と決します。 

 

議長 宮本君 それでは、以上で総会は閉会とします。 

（閉会 午前９時３５分） 

 

 

 


