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令和３年５月１７日  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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柳井市農業委員会 
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第１１回農業委員会総会会議録 

 

１ 開催日時  令和３年５月１７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    下前 真一 君 

 事務局次長    松村 和裕 君 

 農林水産課    神岡 奈美 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４６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４７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４８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４９号  特定農用地利用規程の認定について 
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第１１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１１回農業委員会総会を開会いたします｡ 

出席委員は、１３名中１名欠で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。 

会議録署名委員、本日は寺西さんと鈴木さん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、本日一日限りといたします。ご異議はございませ

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４６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４６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 １２１．５２㎡ ）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５月１７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３１．９２㎡ 外２筆 合

計田 １２１．５２㎡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、●●に居住しており、申請地を譲り受け現在耕作して

いる自己所有の農地の区画を整備して耕作の利便性を図るものです。 

渡人は、譲り受け人の要望により、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２．８ｋｍの

位置にある、●●●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。 
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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、補足説明を終わります。 

整理番号１番につきまして、●●地区担当委員の意見を求ます。 

●●委員、お願いいたします。 

 

●番 ●●君 ５月６日の日に●●委員とともに現地を調査いたしました。前回か

かった分の開発の残りというか、開発地域をまっすぐにするようにし

て、土地の区画がこれによって整備されるので、そのために所有権の

移転になるということでございます。何ら現地等確認しましたところ

問題ございませんので、ご審議の方よろしくお願いします。 

 

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） 

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、整理番号１番 議案第４６号について

は、可決・承認することについて、ご異議がない方は挙手をお願いしま

す。 

（全員異議なく挙手） 

全員挙手と認めます。 

よって、議案第４６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４７号を上程します。 

事務局の説明をお願いします。 

 

局長 下前君 議案第４７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４名（田 ６，５０４．５５㎡ ）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５月１７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 

（５条－１） 

説明の前にご報告がございます。 

整理番号３番、●●●番● 地目 田 面積３０５㎡ 転用目的 

貸駐車場設備ですが、申請者より申請取り下げの申し出がありました。

調書からの削除をお願いします。 

それでは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２，２６７㎡です。 
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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、建売分譲８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、●●の南東へ３０ｍの位置に

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、特定施設から３００ｍ以内の

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。 

なお、許可については開発許可と同時施行といたします。 

 

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３４５㎡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３０９．１７㎡、発電出力３３．０kw を建設するもので

す。 

渡人は、相続により申請地を取得しましたが、農業経験はなく、委託

する人もいないことから、譲り渡すものです。 

申請地は、位置図に示していますが、●●から北東へ８６０ｍ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、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－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５．５５㎡です。 

受人は、●●に居住する個人で、低い石垣の維持管理のため、自己用

住宅敷地拡張を図るものです。 

渡人は、受人の要望に応じるものです。 

なお、本案件は、平成２０年頃からの無断転用であり、申請地には既

に低い石垣が建っております。今後農地法を遵守するよう指導もいた

しました。 

申請地は、位置図に示していますが、●●から南へ１ｋｍの距離に

ある、●●から西へ３０ｍ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４番の農地区分は、概ね１０ｈａ以上の一団の農

地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、農地法

施行規則第３５条第１項５号の既存の施設の拡張で、拡張に係る部分
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の面積が既存の施設の敷地の面積の２分の１を超えないものに該当

し、許可の対象となるものです。「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７７３㎡外２筆 合計 田 

３，５８２㎡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１，５８９．４８㎡、発電出力２５０．０kw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５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－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 田 面積１，９４５㎡です。 

権利の種類は、賃借権の設定です。 

借人は、●●で土木建設業を営む法人です。借人は申請地近くに●

●●の工事を請け負い、施工に伴い工事現場近くに仮現場事務所及び

資材置き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４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、借人より現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６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。 

「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 補足説明を終わります。 
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それでは、整理番号の１番及び２番につきまして、●●地区の●●

委員、お願いいたします。 

 

●番 ●●君 ４月の２７日に●●委員と現地を確認いたしました。１番について

も２番についても何ら問題ないということを判断いたしましたので審

議の方、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か。 

（質疑なしの声あり） 

整理番号１番及び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４番から６番につきましては、●●地区担当委員の

●●委員、お願いいたします。 

 

●番 ●●君 整理番号４番から６番について、５月７日に●●委員及び事務局と

現地確認を行いました。４番につきましては、隣接農地は圃場整備さ

れており、周りの農地には影響がないことを確認しております。５番

につきましては、●●より東側の●に沿った農地であり、周りの農地

には影響がないことを確認しております。６番につきましては、●●

工事のための仮設資材置き場として一時的に使用するもので、地元委

員としては異議はありません。よろしくお願いします。 

 

議長 宮本君 ありがとうございます。 

整理番号４番から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） 

整理番号４番から６番については、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 議案第４７号については、

原案のとおり可決・承認することについて、ご異議がない方は挙手を

お願いします。 

（全員異議なく挙手） 

全員挙手と認めます。 

よって、議案第４７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４８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 議案の説明の前に訂正をお願いします。 

議案のところでございますが、「別紙調書のとおり所有権移転のた

め」と記載しておりますが、「農用地利用権等設定のため」でございま
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す。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議案の説明をさせていただきます。 

議案第４８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５月１７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５月１７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。２件、７筆、１３，９４５㎡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 補足説明を終わります。 

それでは、議案第４８号についてご審議をお願いします。 

何かほかに質疑はございますでしょうか。 

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 それでは、質疑を終了しまして、議案第４８号については、原案のと

おり可決・承認することについて、ご異議がない方は挙手をお願いし

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４８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４９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４９号 特定農用地利用規程の認定について 

農業経営基盤促進法施行規則第２４条の規程に基づき、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５月１７日提出 柳井市農業委員会長 宮本 三雄 

詳細につきましては、農林水産課神岡主査が説明いたします。 

 

農林水産課 神

岡君 

議案第４９号についてご説明させていただきます。 

伊陸中央地区について、国営ほ場整備事業が実施され、伊陸中央第
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２換地区として旭地区の多くのほ場が整備されました。 

この地区は、これまで個人での農作業受委託を中心に営農活動をさ

れてきていましたが、 近年、農業従事者が高齢化し、地域農業の維持

発展に支障をきたす恐れがあり、以前より新な体制作りが必要とれて

きていました。 

 そこで先般、旭地区の将来について集落の皆さんで話し合いの場を

持ち、地区の若い農家６名を中心に、地区の農業を担う法人を設立す

ることになりました。 

 その法人は、令和３年２月１４日に「農事組合法人あさひ」として、

設立し、既に法人登記も完了しています。 

 併せて、同日に地区の農地の所有者で組織する「旭地区農用地利用

改善組合」も設立されました。 

 この農地を出す側、出し手組織である「農用地利用改善組合」と、農

地を預かる側、受け手組織である「農事組合法人あさひ」の２つの組織

が連動して旭地区の営農を継続していく仕組みです。 

 この２つの組織での運用を定めたものが今回お諮りする「特定農用

地利用規程」で、農業経営基盤促進法施行規則第２４条に基づき、農業

委員会と農協へ意見を求めることとされていますので、この度上程さ

せていただきました。 

 議案第４９号に申請書の写しがございます。 

 添付書類として特定農用地規程、組合規約、組合員名簿、総会議事

録、農業法人の同意書を添付しています。 

 そのうち特定農用地規程ですが、第１条で伊陸旭地区の農業振興を

図るため、農用地の有効利用と農業経営の改善を促進することを目標

と定めています。 

 第２条では基本的な内容が記されており、効率的な農用地の利用を

図り、生産性の高い農業構造を実現するため、作付地の集団化、役割分

担の明確化、農作業の共同化などを行うこととしています。 

 第３条では実施区域で、別紙に区域図を添付していますが、伊陸中

央部の第２換地区と第３換地区のほ場整備実施地区を範囲としていま

す。 

 第４条から第１０条までは第２条を詳しく書いたものです。 

 第１１条では、区域内で農作業ができなくなった場合に、農作業の

受け手として位置付けられる法人を明確しており、冒頭にご紹介した、

「農事組合法人あさひ」と岩国市にございます農業生産法人「五橋農

纏株式会社」を指定しており、添付書類に各法人の同意書を添付して

います。 

 第１２条は集積の目標ですが、区域の総面積 23.5ha を目標としてい

ます。 

 以上が旭地区の農用地の利用について定めた規程でございます全部
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で３６件の農家が参加されています。 

以上をもちまして、特定農用地利用規定の認定について、よろしく

ご審議の程お願いいたします。 

 

議長 宮本君 補足説明を終わります。 

伊陸の圃場整備、まだまだ今から続いていくわけですが、一部終わ

ったとこが、こういうふうに特定農業改善組合ですか、を設立して、労

使協定ですかね、そういう形で結んでいくものでございます。まだま

だ次々とこういう形が出てくるとは思います。 

それでは、何かほかに質疑はございますでしょうか。 

（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、質疑を終了しまして、議案第４９号については、原案のと

おり可決・承認することについて、ご異議がない方は挙手をお願いし

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４９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２８分） 

 

 


