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平成 26 年 10 月 

遊佐町農業委員会第 7 回総会議事録 
 

1. 開催日程 平成 26 年 10 月 24 日（金） 午後 2 時 00 分～5 時 00 分 

2. 場  所 遊佐町役場 2 階 202 会議室 

3. 会議に付した議案 

報告事項 1  解約について 

報告事項 2  農地法第 3 条の 3 第 1 項の規定による届出書の受理について 

報告事項 3  賃借料の変更通知書の受理について 

 

 

議第 24 号  農地法第 3 条の規定による所有権移転許可申請について 

議第 25 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 

 

 

    

4. 出席委員 （16 名中 15 名） 

番号 氏 名 番号 氏 名 番号 氏 名 番号 氏 名 

1 今 井  彰 2 佐藤  重一 3 伊原ひとみ 4 池田  俊明 

5 齋藤  誠喜 6 石垣  敏勝 7 川俣  義昭 8 佐藤  新七 

9 菅原  幸男   11 今野  一彦 12 鈴木  寿一 

13 本間  克修 14 菅原  寛志 15 佐 藤  充 16 髙橋  正樹 

  

5. 欠席委員 （1 名） 

番号 氏 名 番号 氏 名 番号 氏 名 番号 氏 名 

10 荒生あや子       

 

6. 事務局出席者 （3 名） 

堀 修事務局長、今野信雄次長、佐藤蓉子主事 

 

7. 関係機関・団体等その他出席した者 （0 名 なし） 

8. 会議の概要  
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事務局長 定刻になりましたので遊佐町農業委員会 10 月定例会を開催します。 

初めに 6 番石垣敏勝懲罰委員長より本日の出欠状況の報告をお願いしま

す。 

6 番石垣敏勝委員 本日の出欠状況について報告いたします。 

10 番、荒生あや子委員届出欠席、以上、欠席委員 1 名、出席委員 15 名で

過半数の委員が出席しておりますので、農業委員会等に関する法律、第 21

条第 3 項の規定により、本総会は成立しております。 

以上報告を終わります。以上報告を終わります。 

事務局長 ありがとうございました。続きまして、総会開催にあたり、会長よりご挨

拶お願いします。 

会長 今年の秋は台風 18 号 19 号と立て続けにやってきましが、遊佐町には、ほ

とんど被害は無く胸を撫で下ろしているところです。被害を受けた市町村に

は心からお見舞い申し上げ、一日も早い復興を願うところです。 

さて、遊佐町の稲刈りも順調に行われましたが、仮渡金の減額が響いてあま

り喜べない収穫の秋になってしまいました。西川農林水産大臣によると最終農

家手取りが 13,000 円位になるのではという話がありますが、果たしてどうなる

のかわかりません。わかることは、今年以上に米余りが増々加速するという事

です。来年は減反も増えるという話もあります。それに伴い、米価の下落、そ

して高齢化もプラスして耕作したくてもできない人や、離農する農家も増えて

くると思います。今から何らかの対策をとる必要があると思います。今後どう

いう状況になるのか慎重に見守っていきたいと思います。 

また、26 日はサツマイモの収穫、29 日には県農業委員大会がありますので宜

しくお願いします。 

本日は、10 月定例総会提出されました全議案に対し、慎重審議下さいま

すよう宜しくお願い申し上げ挨拶と致します。 

事務局長 ありがとうございました。 

それでは、会議の議長は「遊佐町農業委員会 会議規則第４条の規程」に

より、会長が当たることになっておりますので、髙橋会長より議長をお願い

します。 

議長 それでは、議事に入る前に、会議規則第 13 条の規程による、議事録署名

人の選任を行います。 

恒例によりまして、議長の私から指名させていただくことに、ご異議ござ

いませんか。 

（異議なしの声） 

では 9 番 菅原幸男委員、11 番 今野一彦委員にお願いします。 

なお、書記は、事務局の佐藤主事を指名します。 

それでは、総会次第に基づき進行いたします。それでは、総会次第に基づ

き進行いたします。 

始めに、報告事項の番号 1 から 3 について、事務局より説明願います。 
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（事務局長が挙手し、議長が指名する） 

事務局長 （報告事項、朗読説明） 

議長 事務局より補足説明願います。 

（事務局が挙手し、議長が指名する） 

事務局 補足説明いたします。総会議案書の 2 頁をご覧ください。 

報告事項１．解約について 

番号 5 計 6 筆、17,588 ㎡ 

解約の事由は貸人が農地を取得するためで、解約後は議第 25 号（1）番号

6 で第三者と売買による所有権移転をします。 

続きまして、 

報告事項 2．農地法第 3 条の 3 第 1 項の規定による届出書の受理について

合計 4 件、全て農地法第 3 条の許可不要の取得事由の届出の受理となってお

ります。 

番号 48 計 1 筆、2,826 ㎡ 

番号 49 計 40 筆、47,671.98 ㎡ 

番号 50 計 3 筆、11,051 ㎡ 

番号 51 計 5 筆、8,218 ㎡ 

以上 4 件、全て相続による所有権の取得で、斡旋の申し出はありませんで

した。 

続きまして、報告事項 3．賃借料の変更通知書の受理について 

番号 10 計 4 筆、24,240 ㎡ 

変更前の賃借料は原田が 13,000 円、奥屋後は 17,000 円で、これをそれぞ

れ 11,000 円と 15,000 円に変更します。 

番号 11 計 6 筆、13,549 ㎡ 

変更前の賃借料は 21,000 円で、これを 19,000 円に変更します。 

番号 12 計 6 筆、4,817 ㎡ 

変更前の賃借料は 21,000 円で、これを 15,000 円に変更します。 

番号 13 計 3 筆、5,221 ㎡ 

変更前の賃借料は 21,000 円で、これを 15,000 円に変更します。 

番号 14 計 9 筆、4,860.74 ㎡ 

変更前の賃借料は 21,000 円で、これを 15,000 円に変更します。 

番号 15 計 4 筆、11,599 ㎡ 

変更前の賃借料は 21,000 円で、これを 15,000 円に変更します。 

番号 16 計 6 筆、13,175 ㎡ 

変更前の賃借料は 21,000 円で、これを 15,000 円に変更します。 

番号 17 計 9 筆、32,936 ㎡ 

変更前の賃借料は上蕨岡字楽田と豊岡字菖蒲田が 21,000 円、大蕨岡字大

淵と白井新田字東部が 7,000 円、残りが 13,000 円で、これをそれぞれ 19,000

円、5,000 円、11,000 円に変更します。 

番号 18 計 1 筆、2,922 ㎡ 
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変更前の賃借料は 21,000 円で、これを 19,000 円に変更します。 

以上 9 件、変更に係る賃貸借の存続期間と支払条件、変更後の総額は記載

の通りとなっております。 

以上です。 

議長 只今の報告事項について、何か質問・意見等はありませんか。 

（14 番菅原寛志委員が挙手し、議長が指名する） 

14 番菅原寛志委員 教えて頂きたいのですが、賃借料の変更通知書の件で、通知書には変更理

由等などの記載する箇所はあるのかと、契約期間中の賃借料の変更は可能な

のかということを確認したのですが。 

議長 事務局、説明願います。 

（事務局が挙手し、議長が指名する） 

義務局 お答え致します。変更通知書には変更理由を記載する欄はございません。

実際、通知書に設けている欄としては変更に係る賃貸借の存続期間及び賃借

料の支払条件、その他参考となるべき事項という欄を設けています。事務局

は変更理由を把握しておりますが、書類には記載はしておりません。特に最

近は米価が下落した為、賃借料を見直したいという農家の方が多く来庁して

おります。 

契約期間中の賃借料の見直しについてですが、この報告事項に乗せている

ものは、全て契約期間途中の賃借料の見直しとなっております。通常ですと

賃貸借の更新の時期に見直す機会はあるのですが、契約期間が 5 年、10 年

と長い期間になると、今年の様に米価が下落や、その他の理由から見直しを

したいという方がいらっしゃいますので、その都度、変更通知書をご提出い

ただいております。 

議長 その他、何かありませんか。 

（15 番佐藤充委員が挙手し、議長が指名する） 

15 番佐藤充委員 お聞きします。番号 12 から 16 に関してですが、10ａ当たり 6,000 円下

げていますが、少し下げすぎのように感じるのですが、何か理由があるので

すか。 

議長 事務局説明願います。 

（事務局が挙手し、議長が指名する） 

事務局 ご説明致します。番号 12 から 16 の借人にお聞きしたところ、やはり米価

が下落したため賃借料を下げたいとの理由でした。事務局でも広報でもお配

りしました、参考賃借料の表を示しながら金額をお伝えしました。しかし借

人がいろいろ考えた結果 15,000 円でお願いしたいとのことでしたので、事

務局としてもあくまで参考賃借料ですので、貸人の同意があれば双方で金額

を決めて頂いて構わないことも併せて説明した次第です。 

また、届出があった部分としは記載されているとおりですが、問い合わせ

はこれ以上に来ています。どういった形で賃借料を変更すればよいのか、参

考賃借料の用紙はどこでもらえますか、などの問い合わせが多く寄せられて

います。やはりその背景には米価が下落したことが影響しているようです。 
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以上です。 

議長 他に何かありませんか。 

（6 番石垣敏勝委員が挙手し、議長が指名する） 

6 番石垣敏勝委員 会長と事務局にお聞きします。番号 12 から 16 のように 21,000 円から

15,000 円に 6,000 円下がっています。今事務局の説明にもありましたが、

賃借料の変更の問い合わせが多く来ているとのことでした。借人も今の米価

の下落を受け大変な状況にあると思います。来年の事を考えると今以上にひ

どくなる事が考えられます。私の立場上、考えられるのは、経常賦課金は原

則、借人が負担することになっていますが、工事代金は土地所有者が支払い

ます。この金額では到底、賄いきれなくなり、未納者が多数でてしまう事態

になると予想されます。今現在でも未納されている方がいる中で 6,000 円も

下げてしまうと、よりひどい状況になってしまうように思えるのですが。 

議長 私もこの金額を見て驚いてしまいました。先日、庄内地方協議会が行われ

た際に、賃借料について話し合いを行いました。遊佐町では先月の総会で土

地改良区の推薦委員が話していた内容を庄内地方協議会でも言ってきまし

た。庄内一円で差が出るのはおかしいので統一してはどうかという意見も出

ましたが、鶴岡市も遊佐町も平野部もあれば山間部もあり統一するのは無理

ではないか。遊佐町は月光川の土地改良区の工事費の支払いがまだ続くた

め、統一することは難しいことや、各市町村で考え方も違うことから、市町

村で話合を行い決めいていってはどうかという事になりました。 

また年明けすぐに庄内地方協議会が開催する予定でいます。 

（6 番石垣委員が挙手し、議長が指名する） 

6 番石垣敏勝委員 遊佐町の場合、開発米で少なからず恩恵を受けていると言われています

が、工事代金も支払っており、遊佐町と比べ酒田市は工事代金が無いこと、

日向川は月光川に比べると経常賦課金は高く、月光川は経常賦課金の他に工

事費も支払っており10ａあたり2万円弱支払っているわけです。今回15,000

円の賃借料だと単純に計算しても 5 千円足りない計算になります。経常賦課

金を借人が支払っていたとしても、固定資産税などを差し引くと貸人には何

も残らない状態になります。果たして貸人がどこまで理解しているのかわか

りませんが、貸付収入だけでは賄いきれない状況になっていくのだと思いま

す。ましてや、貸人が町外の方になると工事費が未納になってしまう事も考

えられます。そうなるとなかなか土地所有者と連絡をとることが難しく未収

のままになってしまう恐れがあります。今後の事を考えると大変な事態にな

ってしまうように思われます。 

議長 先日の常任会議でなぜ庄内は参考賃借料を出すのかというお話が出まし

た。内陸は、一切そういったものを出してはいないようで、双方で話し合っ

て金額を決めるというのが原則のようです。農地法が改正された平成 21 年

からは参考賃借料を出していないとのことでした。遊佐町もやめたほう良い

のではと言われてきました。しかし庄内としては農家が困らないようにあく
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までも参考という意味で出したということを話してきました。 

これから、まだまだこういった内容の話がでてくると思います。 

（7 番川俣義昭委員が挙手し、議長が指名する） 

7 番川俣義昭委員 今の件については、先月の定例総会でも話が出たわけで、先月も話をした

と思いますが賦課金についてもきちんと土地改良区からﾃﾞｰﾀを頂き、参考賃

借料を出す、出さないは別として貸人は最低限度かかる金額を農業委員会で

も把握する必要があるのだと思います。ただ米価の下落だけで賃借料を下げ

るということではなく、こういったことも踏まえて考えていかなければなら

ないのだと思います。ただ遊佐町の中でも日向川区域は賦課金が終わってい

るので月光川区域でも地域差があると思うので、それも踏まえて一度きちん

と議論する必要があると思います。 

やはり一度に 6,000 円下げてしまうのはどうかと思いますが、一度双方で

話し合って決まったことに農業委員は口を出せませんが、少し下げ幅は大き

いように感じます。 

議長 石垣委員、年明けの総会にもう一度話し合いたいので経常賦課金について

資料等準備して頂けるとありがたいです。 

（事務局が挙手し、議長が指名する） 

事務局 なぜ報告事項が必要なのかという部分の法的根拠も踏まえて後で調べて

提示したいと思います。 

議長 他に質問・意見などありますか。 

（質問、意見無し） 

無いようですので、以上で報告事項を終了し、引き続き議事に移ります。 

議第 24 号 農地法第 3 条の規定による所有権移転許可申請について、事

務局の説明を求めます。 

（事務局長が挙手し、議長が指名する） 

事務局長 （議案書、朗読説明） 

議長 事務局より補足説明願います。 

（事務局長が挙手し、議長が指名する） 

事務局 補足説明申し上げます。審査基準書は 1 頁をご覧下さい。 

農地法第 3 条による所有権の移転許可申請で、第 3 条第 2 項の各号に掲げ

る効率利用、下限面積、調和要件等の不許可要件には該当しないと考えます。

詳細について説明致します。 

番号 14 計 1 筆、297 ㎡ 

譲渡事由は売買で、売買価格は総額 30 万円となっております。審査基準

書の図をご覧いただくとお分かりの通り、元々は 1 筆の畑だったものを 3 つ

に分筆しております。左から順に説明しますと、格子状になっている農地は

今年の 4 月総会で同じ八日町集落の方に所有権移転をし、隣の斜線状の農地

は、今年の 7 月総会で駐車場用地として転用申請をして許可されたもので

す。今回の申請地はその隣の塗りつぶされた所にあり、畑として使用する予

定です。譲受人は酒田市の方ですが、先程説明した転用による所有権移転で



7 

の譲受人と兄弟関係にあると伺っています。 

尚、現地調査につきましては、遊佐地区担当の齋藤誠喜委員と渡会健委員

にお願いしておりますので、補足説明などありましたらよろしくお願い致し

ます。 

以上です。 

議長 それでは番号 14 について、5 番齋藤誠喜委員より報告願います。 

（5 番齋藤誠喜委員が挙手し、議長が指名する） 

5 番齋藤誠喜委員 10 月 16 日渡会委員と現地調査を行いました。耕作はしておりませんでし

たが、草刈り等はきちんとして管理しているようでした。 

先ほど話がありましたが、譲受人が酒田市の方ですが、隣接の所有者が八

日町にいらっしゃるということなので問題無いと思います。 

議長 それでは、8 番渡会健委員より報告願います。 

（8 番渡会健委員が挙手し、議長が指名する） 

8 番渡会健委員 齋藤委員と同じく何ら問題ないと思います。 

 ただいまの事務局からの議案説明について質疑を行ないます。何か質問・

意見等ございませんか。 

（質問、意見なし） 

無いようですので、質疑を終了し採決いたします。 

議第 24 号について、原案の通り決定することに賛成の方は挙手をお願い

します。 

（出席委員全員挙手） 

全員賛成ですので、議第 24 号 農地法第 3 条の規定による所有権移転 

許可申請について、原案の通り許可することに決定いたします。 

次に、議第 25 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事務局の説明を求めます。 

（事務局長が挙手し、議長が指名する） 

 

事務局長 （議案書、朗読説明） 

議長 事務局より補足説明願います。 

（事務局が挙手し、議長が指名する） 

事務局 それでは、補足説明致します。審査基準書は 2頁をご覧ください。 

農業経営基盤強化促進法第 18 条第 1 項の規定により、遊佐町長から農用

地利用集積計画の決定を求められております。 

内訳は、（1）所有権移転が 4件、（2）利用権の再設定が 9件となっており

ます。 

計画の内容が審査基準に適合するかは、審査基準書をご覧ください。 

計画要請の内容は、経営面積、従事日数など、農業経営基盤強化促進法第

18条第 3項の各要件を満たしていると考えます。 

それでは個別にご説明いたします。 
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（1）所有権移転 

番号 4 計 11筆、7,863.77㎡ 

こちらは、今年の 3月総会で土地の所有者からやまがた農業支援センター

に所有権移転した農地を、譲受人が買い受けるものです。 

10aあたりの売買単価は、中田が 89万円、樫田が 84万 1千円ですが、セ

ンターを仲介した場合、土地代金の 1.0％が手数料として加算されますので、

総額は 688万 4千円となります。 

番号 5 計 5筆、4,995㎡ 

10aあたりの売買単価は 8万円で、総額 39万 9,600円です。 

番号 6 計 2筆、10,164㎡ 

こちらは総額計算で 300 万円、面積で割り返した 10a あたりの単価は

295,159円となります。 

番号 7 計 2筆、3,915㎡ 

こちらも総額計算で 250 万円、面積で割り返した 10a あたりの単価は

638,570円となります。 

以上 4件、移転の時期と支払期限は記載の通りとなっております。また、

審査基準書 2頁から 4頁に図面を載せていますので適宜ご参照ください。 

 

続きまして、（2）利用権設定 

番号 56 計 8筆、6,084㎡ 

期間は 10 年、単価は 10ａあたり田が 11,000 円、畑が 2,000 円で同一人

との再設定です。 

番号 57 計 18筆、37,235㎡ 

期間は 5年、単価は 10ａあたり 19,000円で同一人との再設定です。借人

は認定農業者です。 

番号 58 計 1筆、2,595㎡ 

期間は 5年、単価は 10ａあたり 21,000円で同一人との再設定です。借人

は認定農業者です。 

番号 59 計 1筆、13,019㎡の内の 12,451㎡ 

期間は 3 年、単価は 10ａあたり 7,000 円で同一人との再設定です。借人

は認定農業者です。 

番号 60 計 3筆、2,796㎡ 

期間は 5年、単価は 10ａあたり 20,000円で同一人との再設定です。 

番号 61 計 1筆、996㎡ 

期間は 10年、単価は 10ａあたり 23,200円で同一人との再設定です。 

番号 62 計 2筆、3,775㎡ 

期間は 10年、単価は 10ａあたり 23,200円で同一人との再設定です。 

番号 63 計 10筆、16,232㎡ 

期間は 10 年、単価は 10ａあたり畑が 2,000 円、田が 23,200 円で、同一

人との再設定です。 
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番号 64 計 1筆、142㎡ 

期間は 10年、単価は 10ａあたり 2,000円で同一人との再設定です。 

なお、番号 61 から 63 についてですが、25,200 円から今回の更新にあた

り 2 千円下げて 23,200 円で契約したいとの申し出がありましたので改訂い

たしました。合わせてご報告いたします。 

以上です。 

議長 ありがとうございました。 

この案件につきましては、農地利用調整委員会が開催されておりますの

で、15番佐藤充委員長より報告をお願いします。 

（15番佐藤充委員が挙手し、議長が指名する） 

15 番佐藤充委員 10月 20日に、この会議室で 4名の委員が出席して、農地利用調整委員会

を開催しましたが、全ての案件について、特に問題なしとして審議し、本総

会に提出しております。 

議長 それでは、質疑に入りますが、只今の事務局の説明に対し何か質問・意見

等はございますか。 

（質問・意見なし） 

よろしいですか。それでは質疑を打ち切り採決いたします。 

議第 25 号について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願いま

す。 

（委員全員挙手） 

全員賛成ですので、議第 25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、原案の通り許可することに決

定いたします。 

 

以上で議事を終了いたしますが、その他、何かございますか。 

（委員、事務局とも無し） 

特に無いようですので、これで 10月の定例総会を閉会します。 

ご協力有難うございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


