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平成 26 年 11 月 

遊佐町農業委員会第 8 回総会議事録 
 

1. 開催日程 平成 26 年 11 月 25 日（火） 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  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 2  賃借料の変更通知書の受理について 

報告事項 3  地目変更登記に係る照会に対する回答について 

 

議第 26 号  農地法第 18 条第 6 項の規定による通知受理について 

議第 27 号  農地法第 5 条第 1 項第 6 号の規定による届出の受理について 

議第 28 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 29 号  農地法第 3 条の規定による使用貸借権設定許可申請について 

議第 30 号  農地法第 5 条の規定による所有権移転許可申請について 

議第 31 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 

議第 32 号  農地中間管理機構による農用地の買入協議に係る要請について 

 

 

    

4. 出席委員 （16 名中 16 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 10 荒生あや子 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 （0 名） 

番号 氏 名 番号 氏 名 番号 氏 名 番号 氏 名 

        

 

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 11 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。 

届出欠席、なし、以上、欠席委員 0 名、出席委員 16 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。 

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

拶をお願いします。 

会長 11 月 22 日の夜に発生した長野県北部の地震では、多くの家屋が倒壊する

など大きな被害がでました。被災地の皆さんが、早く元の生活ができますよ

う心より御祈り申し上げます。 

さて、先日、衆議院が解散されました。「アベノミクス解散」といわれま

すが、私からみれば何も意味のない「大義のない無駄使い解散」だと思いま

す。こんな選挙に 600 億円ものお金が使われようとしています。そんなお金

があるのなら少しでも農家のために使ってもらいたいと願うばかりです。今

の米価では、いくら田んぼを増やしても収入が上がらない、それどころかマ

イナスになるかもしれないこの現実をどう見ればよいのか、農家の出し手ば

かりが増えて、受け手はいなくなるのでは、近い将来、無償でもいいから作

ってもらいたいという農家がでてくるかもしれません。こんな大変な時に

TPP ありきで農協改革だ！農業委員会見直しだ！減反見直しだ！と私たち

を混乱させ、自分たちの定数削減や給与の見直しもしないまま解散すること

に強い憤りを感じます。一体、我々は誰を選べばよいのかわかりません。よ

く考えて我々のためになってくれる人を選びたいものです。 

本日は、11 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

すようお願いしまして、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 12 番 鈴木寿一 委員、13 番 本間克修 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。 
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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。 

（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．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 9 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 52 計 14 筆、48,350 ㎡ 

番号 53 計 7 筆、16,695 ㎡ 

番号 54 計 5 筆、5,235 ㎡ 

番号 55 計 39 筆、27,372.30 ㎡ 

番号 56 計 11 筆、21,694 ㎡ 

番号 57 計 18 筆、9,106.78 ㎡ 

番号 58 計 15 筆、8,766.49 ㎡ 

番号 59 計 8 筆、21,546 ㎡ 

番号 60 計 9 筆、5,727 ㎡ 

以上 9 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 2．賃借料の変更通知書の受理について、こちらの

変更通知書の受理については、以前、法的根拠の有無について確認すること

としておりましたが、山形県農業会議の原田農地相談員に問い合わせたとこ

ろ、農地法や農業経営基盤強化促進法といった法の中では、賃借料を変更す

る際の手続きや事務処理について定めているものはないという回答があり

ました。ただし、法的根拠がない代わりに、集積計画の共通事項に関係する

記述がありますのでご説明します。お手元の報告事項資料をご覧ください。 

右側にある、囲みの部分がその箇所です。以下読み上げます。 

『（8）利用権に関する事項の変更の禁止…甲及び乙は、この農用地利用集

積計画に定めるところにより設定される利用権に関する事項は変更しない

ものとする。ただし、甲、乙及び町が協議の上、真にやむを得ないと認めら

れる場合は、この限りではない』 

このように、やむを得ない場合は貸人と借人と町が協議の上、契約に関す

る事項を変更することが出来るという解釈が出来ます。賃借料の変更はやむ

を得ない事情で変更するものなので、貸人と借人が協議し、町に変更通知書

を提出することによって、町はそれを受理し、総会で報告した上で変更を認

める形となります。 

それでは詳細について説明致します。合計 33 件ですが、同一の借人で複

数契約しているものも多い事から、進行上の都合により借人の氏名を一部省

略させていただきます。 
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番号 19 計 5 筆、11,877 ㎡ 

現在の賃借料は 23,100 円で、これを 21,000 円に変更します。 

番号 20 計 1 筆、5,961 ㎡ 

現在の賃借料は 23,100 円で、これを 21,000 円に変更します。 

番号 21 計 1 筆、3,131 ㎡ 

現在の賃借料は 23,100 円で、これを 21,000 円に変更します。 

番号 22 計 1 筆、2,063 ㎡ 

現在の賃借料は 23,100 円で、これを 21,000 円に変更します。 

番号 23 計 1 筆、5,521 ㎡ 

現在の賃借料は 17,600 円で、これを 15,600 円に変更します。 

番号 24 計 3 筆、9,485 ㎡ 

現在の賃借料は 18,400 円で、これを 16,400 円に変更します。 

番号 25 計 4 筆、19,911 ㎡ 

現在の賃借料は 20,000 円で、これを 18,000 円に変更します。 

番号 26 計 6 筆、14,644.40 ㎡ 

現在の賃借料は 20,000 円で、これを 18,000 円に変更します。 

番号 27 計 8 筆、15,699 ㎡ 

現在の賃借料は 17,000 円で、これを 15,000 円に変更します。 

番号 28 計 6 筆、19,422 ㎡ 

現在の賃借料は 18,000 円で、これを 16,000 円に変更します。 

番号 29 計 1 筆、3,548 ㎡ 

現在の賃借料は 23,100 円で、これを 21,000 円に変更します。 

番号 30 計 4 筆、9,896 ㎡ 

現在の賃借料は 16,000 円で、これを 13,000 円に変更します。 

番号 31 計 4 筆、10,419 ㎡ 

現在の賃借料は 17,000 円で、これを 15,000 円に変更します。 

番号 32 計 10 筆、23,849 ㎡ 

現在の賃借料は 25,200 円で、これを 20,000 円に変更します。 

番号 33 計 2 筆、1,800 ㎡ 

現在の賃借料は 25,200 円で、これを 20,000 円に変更します。 

番号 34 計 2 筆、4,096 ㎡ 

現在の賃借料は 25,200 円で、これを 20,000 円に変更します。 

番号 35 計 2 筆、1,838 ㎡ 

現在の賃借料は樫田が 21,000 円、諏訪ノ根が 25,200 円で、これをどちら

も 20,000 円に変更します。 

番号 36 計 7 筆、14,667 ㎡ 

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

番号 37 計 4 筆、6,443 ㎡ 

現在の賃借料は 21,000 円で、これを 19,000 円に変更します。 
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番号 38 計 6 筆、14,046 ㎡ 

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

番号 39 計 5 筆、16,117 ㎡ 

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

番号 40 計 1 筆、2,291 ㎡ 

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

番号 41 計 2 筆、4,022 ㎡ 

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

番号 42 計 2 筆、3,265 ㎡ 

現在の賃借料は 22,000 円で、これを 20,000 円に変更します。 

番号 43 計 2 筆、6,283 ㎡ 

現在の賃借料は 22,000 円で、これを 20,000 円に変更します。 

番号 44 計 13 筆、33,205 ㎡ 

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

番号 45 計 1 筆、5,407 ㎡ 

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

番号 46 計 1 筆、6,938 ㎡ 

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

番号 47 計 5 筆、8,288 ㎡ 

現在の賃借料は熊ノ木が 21,000 円を 19,000 円に戌開発が 13,000 円を

11,000 円に変更します。 

番号 48 計 1 筆、4,792 ㎡ 

現在の賃借料は 16,000 円で、これを 11,000 円に変更します。 

番号 49 計 3 筆、6,007 ㎡ 

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

番号 50 計 1 筆、3,006 ㎡ 

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

番号 51 計 2 筆、4,346 ㎡ 

現在の賃借料は 13,000 円で、これを 11,000 円に変更します。 

以上、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。 

続きまして、報告事項 3．地目変更登記に係る照会に対する回答について 

番号 2 計 1 筆、271 ㎡ 

番号 3 計 1 筆、32 ㎡ 

照会地の 2 件は農業振興地域外、酒田都市計画（西遊佐地区）区域内の市

街化調整区域内にあり、転用許可はなし、周囲への影響はなし、現地調査の

結果、昭和 62 年頃に倉庫を建築し、以来 20 年以上宅地として使用しており、

県知事より原状回復命令をしない旨の回答を得たため、平成 26 年 11 月 13

日付で現況地目は宅地、原状回復命令なしで回答しております。 

以上です。 
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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。 

（4 番池田俊明委員が挙手し、議長が指名する） 

4 池田俊明委員 お聞きしたいのですが、契約期間の終期が来月やあと数か月の方がいらっ

しゃいますが、更新の時に見直しをすればいいのになぜ、今見直しをする必

要があったのですか。 

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。今、賃借料の変更される方は来年度から代金を変更する

ようです。確かに来月更新の方もいらっしゃいますが、借人が複数の方と契

約しているため、今回まとめて変更したようです。 

また、先月の総会に石垣委員からもお話がありました、土地改良区の賦課

金についてのﾃﾞｰﾀを頂いております。参考までにということで、こういった

届出があった際にお話はしております。米価の下落に伴って、賃借料の変更

を考えている方が多く、貸人、借人の合意のもとに変更通知書を提出されま

すので、賦課金についての情報提供はしておりますが、このような形で賃借

料を変更される方が増えている状況です。 

議長 その他、何かありませんか。 

（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 26 号農地法第 18 条第 6 項の規定による通知受理について、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 ご説明いたします。審査基準書は 1 頁をご覧下さい。 

農地法第 18 条第 1 項第 2 号、農地の引き渡し期限前、6 箇月以内に成立

した合意解約が書面で明らかなため、通知の受理のみで足りる内容になって

おります。個別に説明致します。 

番号 7 計 1 筆、266 ㎡ 

第三者に所有権を移転するために解約するもので、解約後は議第 31 号（1）

番号 8 で第三者に所有権移転をします。 

番号 8 計 6 筆、17,315 ㎡ 

こちらも、第三者に所有権を移転するために解約するもので、解約後は議

第 32 号でやまがた農業支援センターとの買入協議の可否を決定し、協議が

整った後は 12 月総会でセンターに所有権を移転する予定です。 

番号 9 計 7 筆、11,412 ㎡ 

こちらは第三者と新たに利用権を設定するために解約するものです。現時

点では新規契約の申請手続きは行っておりませんので、申請されしだい総会
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で取り扱う予定です。 

番号 10 計 5 筆、8,883 ㎡ 

こちらは契約期間を変更するための解約で、番号 11・12 共に同じ理由で

す。現在の契約終期は平成 27 年 2 月末までとなっており、更新手続きは 2

月に行う必要があります。貸人は福島県在住で 2 月に手続きをするのが難し

いという事もあり、契約期間自体を変更したいという申し出がありました。

解約後は議第 31 号（2）番号 70 から 72 で同一人と再設定をします。 

番号 11 計 11 筆、22,006 ㎡ 

解約の事由は先程説明した通りです。 

番号 12 計 10 筆、19,957 ㎡ 

こちらも、解約の事由は先程説明した通りです。 

以上です。 

議長 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、お諮りします。 

議第 26 号農地法第 18 条第 6 項の規定による通知受理について、原案の

通り決定することに賛成の方は挙手願いします。 

（在席委員全員挙手） 

全員賛成ですので、原案の通り受理することに決定いたします。 

次に、議第 27 号農地法第 5 条第 1 項第 6 号の規定による届出の受理につ

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 それでは説明致します。総会議案書の 16 頁をご覧ください。 

番号 1、計 1 筆、454 ㎡ 

転用目的は駐車場の整備となっております。届出地は、酒田都市計画区域

（西遊佐地区）の市街化区域内農地で、準工業地域に用地指定されています。 

審査基準書の 2 頁に位置図と字限図、3 頁に公図、4 頁に都市計画の用途

区域図、補足説明資料の 1 頁に状況写真を掲載しております。 

番号 2、計 1 筆、131 ㎡ 

転用目的は大型車両の駐車場となっております。高速道路で買収となった

畑の残地です。 

届出地は、酒田都市計画区域（西遊佐地区）の市街化区域内農地で、準工

業地域に用地指定されています。 

審査基準書の 5 頁に位置図と字限図、6 頁に土地利用計画図、7 頁に公図、

4 頁に都市計画の用途区域図、補足説明資料の 2 頁に状況写真を掲載してお
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ります。 

農地法施行令により市街化区域内の農地の転用は、あらかじめ農業委員会

に届出を行えば転用許可は不要となっており、届出 2 件とも法令で定められ

た要件を満たしているため受理相当と思われます。 

先日、川俣義昭土地専門部会長、佐藤重一土地専門副部会長、本間克修委

員の 3 名で現地調査を行っておりますので、補足説明がありましたらお願い

します。 

以上です。 

議長 それでは 7 番川俣義昭土地専門部会長より現地調査の結果を報告願いま

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 19 日に現地調査を行いました。2 件とも何ら問題ないと思われます。 

議長 続いて、2 番佐藤重一副部会長より報告願います。 

（2 番佐藤重一委員が挙手し、議長が指名する） 

2 番佐藤重一委員 私も 2 件とも何ら問題ないと思います。 

議長 続いて、西遊佐地区担当の 13番本間克修委員より報告願います。 

（13 番本間克修委員が挙手し、議長が指名する） 

13 番本間克修委員 何ら問題ないと思います。 

事務局 一つ補足説明致します。今回の都市計画区域の市街化区域内の案件につい

ては、議案として提出しております。今までの遊佐町の事例を見ますと、議

案として取り扱っておりましたので、従来通りこのような形にしましたが、

他の市町村の事例を見る限り事務局長の届出だけで済んでいるようでした。

今後、議案に諮る必要があれば当然議案にかけますが、議案にかける必要が

なければ届出ということで取り扱っていきたいと思います。 

以上です。 

議長 ただいまの議案の事務局説明、現地調査委員からの説明について、発言の

ある方は挙手願います。 

何か、ご意見等ございますか。 

（質問、意見なし） 

それではここで質疑を終了し採決いたします。 

議第 27 号について、原案の通り受理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、農地法第 5 条第 1 項第 6 号の規定による届出の受理に

ついて、原案の通り受理することに決定いたします。 

次に、議第 28 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 （議案書、朗読説明） 
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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 補足説明申し上げます。審査基準書は 9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 15 計 2筆、104㎡ 

番号 16 計 1筆、6.13㎡ 

番号 15・16 共に、譲渡事由は贈与です。私道の付け替えに伴う農地の整

理ということで、審査基準書の図面を見ていただくとお分かりの通り、それ

ぞれ譲受人の敷地に隣接するような形となっております。 

取得後の利用に関しては、周辺の畑同様、ネギやそ菜を作付する予定です。 

番号 17 計 1筆、824㎡ 

こちらも譲渡事由は贈与です。審査基準書 10頁の図面を見ていただくと、

申請地の隣に転用申請地があります。こちらについては、議第 30 号で取り

扱いますが、住宅用地として申請しております。今回の申請地はそれに付随

して取得するもので、現在、竹などが生えており、長年農地として使用され

ておりませんが、譲受人より、トラクターで整地するという旨のお話を伺い

ました。 

尚、現地調査につきましては、番号 15と 16を西遊佐地区担当の伊原ひと

み委員と本間克修委員に、番号 17 を稲川地区担当の川俣義昭委員にお願い

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 15と 16について、3番伊原ひとみ委員より報告願います。 

（3番伊原ひとみ委員が挙手し、議長が指名する） 

3 番伊原ひとみ委員 先日、本間委員と現地を調査に行ってきました。今現在は、野菜や花など

作付けしておりました。きちんと管理されえておりました。地図を見ても分

かるように便宜上、都合がよいのではないかと判断しまして申請は何ら問題

無いと思います。 

議長 続いて、13番本間克修委員より報告願います。 

（13番本間克修委員が挙手し、議長が指名する） 

13 番本間克修委員 7日に現地調査に行きましたが、作付けもされていましたので何ら問題な

いと思います。 

議長 それでは、番号 17について、7番川俣義昭委員より報告願います。 

（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、事務局からも説明がありましたが、長年耕作されておりません。ただ、

譲受人が整地するとのことでしたので、問題無いと思います。 

議長 ありがとうございました。それでは、只今の事務局からの議案説明、現地

調査委員からの報告がありましたが、発言のある方は挙手願います。 

（質問、意見なし） 
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無いようですので、質疑を終了し採決いたします。 

議第 28 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 28 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 29 号 農地法第 3 条の規定による使用貸借権設定許可申請に

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 11頁をご覧下さい。 

農地法第 3条による使用貸借権設定許可申請で、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。個別にご説明いたします。 

番号 5 計 2筆、6,335㎡ 

こちらは、親子間の経営移譲のために設定するもので、酒田市分の農地に

ついては酒田市の 12 月総会にかかりますので、契約期間は酒田市が設定す

る期間に合わせております。双方で設定した後に経営移譲年金の受給手続き

を行います。 

経営移譲後も、後継者である借人を中心に、今まで通り耕作を続ける予定

となっております。 

尚、現地調査につきましては、西遊佐地区担当の伊原ひとみ委員と本間克

修委員にお願いしております。補足説明などありましたらよろしくお願いい

たします。 

以上です。 

議長 それでは番号 5について、3番伊原ひとみ委員より報告願います。 

（3番伊原ひとみ委員が挙手し、議長が指名する） 

3 番伊原ひとみ委員 先ほどの案件と同日に本間委員と現地を見てまいりました。今現在は、収

穫も終わって何もない状態でしたが、秋口まで作付けされていたと思われま

す。申請地は耕耘されていてきれいになっておりました。また来年度も作付

けされると思われますので、何ら問題ないとみてきました。 

議長 続いて、13番本間克修委員より報告願います。 

（13番本間克修委員が挙手し、議長が指名する） 

13 番本間克修委員 伊原委員と現地を見てきました。現在は何もありませんでしたが、作付け

していたような形跡もありましたので、問題無いと思います。 

議長 ありがとうございました。それでは、只今の事務局からの議案説明、現地

調査委員からの報告がありましたが、発言のある方は挙手願います。 
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（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 29 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 29 号農地法第 3 条の規定による使用貸借権設定

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 30号農地法第 5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。 

（事務局が挙手し、議長が指名する） 

事務局 それでは説明致します。総会議案書の 22頁をご覧ください。 

番号 4、計 1筆、247㎡ 

申請地は宿二集落の住宅が連担した区域にあり、駐車場とプレハブを設置

するために申請したものです。 

また、都市計画区域内の農業振興地域外で、土地改良事業の受益地外とな

っており、宿二集落の連担した区域にあり、小規模で生産性の低い農地のた

め、判断基準のその他の農地で第 2種農地と判断されます。 

駐車場用地で集落に接続していること、周辺に申請地以外に目的を達成す

る土地が見当たらないこと、土地改良施設への影響もないこと、周囲は宅地

や山林に囲まれ、周辺農地の影響もないことから、許可相当と判断します。 

詳しくは、審査基準書の 12 頁に位置図、字限図、13 頁に意見書（案）、

14頁に立地基準、15頁に一般基準、16頁に公図、17・18頁に配置図、平面

図を掲載しております。 

先日、川俣義昭土地専門部会長、佐藤重一土地専門副部会長、鈴木寿一委

員の 3名で現地調査を行っておりますので、補足説明がありましたらお願い

します。 

番号 5、計 1筆、481㎡ 

申請地は西谷地集落の住宅が連担した区域にあり、分家住宅の建築のため

に申請したものです。 

また、申請地は農業振興区域内の農用地区域外で、土地改良区区域外とな

っておりますが、10ha 以上の集団農地に接していることから、第 1 種農地

と判断されます。 

転用面積としては、建物 1 棟平屋建 128.44 ㎡となっており、適当な面積

と考えられます。 

住宅用地で集落に接続していること、周辺に申請地以外に目的を達成する

土地が見当たらないこと、土地改良施設への影響もないこと、周辺農地への

影響もないことから、許可相当と判断します。 
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詳しくは、審査基準書の 19 頁に位置図、字限図、20 頁に意見書（案）、

21頁に立地基準、22頁に一般基準、23頁に公図、24頁に利用計画平面図、

25頁に建物平面図を掲載しております。 

先日、川俣義昭土地専門部会長、佐藤重一土地専門副部会長、今井彰委員

の 3名で現地調査を行っておりますので、補足説明がありましたらお願いし

ます。 

以上です。 

議長 それでは、番号 4と 5について、7番川俣土地専門部会長より現地調査の

結果を報告願います。 

（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 番号 4、5 どちらも問題ありませんでした。番号 5 に関してですが、議第

28号番号 17と付随して取得するものですが、こちらは整地になっており草

も刈られていましたので、許可が出次第、工事に入れるような体制になって

いました。 

以上です。 

議長 続いて、2番佐藤土地専門副部会長より現地調査の結果を報告願います。 

（2番佐藤重一委員が挙手し、議長が指名する） 

2 番佐藤重一委員 私も 2件とも問題無いと思います。 

議長 次に、番号 4 について、吹浦地区担当の 12 番鈴木寿一委員より報告願い

ます。 

（12番鈴木寿一委員が挙手し、議長が指名する） 

12 番鈴木寿一委員 番号 4についてですが、丁度、現地調査の際、業者の方もいたので話を聞

くことができ、何ら問題ないと思います。 

議長 続いて、番号 5について、稲川地区担当の 1番今井彰委員より報告願いま

す。 

（1番今井彰委員が挙手し、議長が指名する） 

1 番今井彰委員 特に問題無いと思います。 

議長 それでは、事務局からの議案説明、現地調査委員からの報告がありました

が、発言のある方は挙手願います。 

（質問、意見なし） 

それではここで質疑を終了し採決いたします。 

議第 30 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 30 号農地法第 5 条の規定による所有権移転許可

申請について、原案の通り許可相当の意見書を添付して県知事に進達するこ

とに決定いたします。 

次に、議第 31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） 
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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 26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 1 件、（2）利用権の再設定が 10 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。 

（1）所有権移転 

番号 8 計 1筆、266㎡ 

10aあたりの単価は 100万円で、総額 266,000円です。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 26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 65 計 3筆、7,682㎡ 

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

番号 66 計 3筆、15,925㎡ 

期間は 5年、単価は 10ａあたり西道が 15,000円、菖蒲田が 19,000円で、

同一人との再設定です。 

番号 67 計 2筆、12,058㎡ 

期間は 10 年、単価は 10ａあたり 26,000 円で同一人との再設定です。借

人は認定農業者です。 

賃借料につきましては、更新手続き時に参考賃借料の見直しの説明をしま

したが、今まで通りで良いとのことでしたので変更しておりません。 

番号 68 計 13筆、22,962㎡ 

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。 

番号 69 計 14筆、26,216㎡ 

期間は 3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 70 計 5筆、8,883㎡ 

期間は 3年、単価は 10ａあたり 18,000円で同一人との再設定です。借人

は認定農業者です。 

番号 71 計 11筆、22,006㎡ 
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期間は 3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 72 計 10筆、19,957㎡ 

期間は 3 年、単価は 10ａあたり道田が 18,000 円で、その他が 19,000 円

です。同一人との再設定で、借人は認定農業者です。 

番号 73 計 4筆、6,550㎡ 

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

番号 74 計 1筆、1,060㎡ 

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

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 11月 19日に、この会議室で 6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 31 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 31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。 

次に、議第 32 号 農地中間管理機構による農用地の買入協議に係る要請

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。 

（事務局が挙手し、議長が指名する） 

事務局 それでは説明致します。審査基準書は 28頁をご覧ください。 

公益財団法人やまがた農業支援センターを仲介した農地の売買です。昨年

度までは農地保有合理化法人として売買事業を行ってきましたが、今年度よ

り農地保有合理化法人が廃止され、農地中間管理機構の指定を受けたため、

議題名も変更しております。ただし、農地中間管理機構に変更後も売買事業

の内容は変わりなく、売買代金が 800万円以上 1,500万円未満になる場合は、
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所有権移転の前にセンターとの買入協議を行うこととしております。 

番号 1 計 6筆、17,315㎡ 

10a あたりの売買単価は 75 万円、総額 1,298 万 4 千円です。申請地につ

いては審査基準書の図面をご参照ください。 

今総会で買入協議の可否を決め、可決された後は来月の総会で申出人から

センターへ所有権移転をし、センターから申出人へ土地代金が支払われま

す。その後、買受予定者とセンターが使用貸借契約を結び、約 10 ヶ月無償

で耕作をしながらスーパーＬ資金の手続きをしてもらい、準備が整い次第セ

ンターから買い戻します。買い戻しの時期は来年の今頃を予定しておりま

す。 

土地代金について説明しますと、センターを仲介する際には所定の手数料

がかかることになります。 

申出人からセンターへ所有権移転をする時に、土地代金の 1.5％を控除し

た額が申出人に支払われます。次に、買受予定者がセンターから買い戻す場

合、土地代金の 1.0％を加算した額を、センターに支払うこととなります。 

以上です。 

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。 

（事務局長が挙手し、議長が指名する） 

事務局 この案件については、これが一回目となります。申出人の残りの田に関し

ても同一人と平成 28 年度に二回目の手続きを行う予定をしています。その

時の単価も相談した結果 75万円となる予定でいます。 

議長 残りの田はどのくらい残っているのですか。 

（事務局が挙手し、議長が指名する） 

事務局 ご説明致します。残り約 6,700㎡の田があります。 

議長 他に質問・意見はありませんか。 

（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 32 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 32 号農地中間管理機構による農用地の買入協議

に係る要請について、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 11月の定例総会を閉会します。 

ご協力有難うございました。 

 


