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平成 26 年 9 月 

遊佐町農業委員会第 6 回総会議事録 
 

1. 開催日程 平成 26 年 9 月 25 日（木） 午前 9 時 00 分～12 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 

 

議第 17 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 18 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 19 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 20 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 21 号  非農地証明願いについて 

議第 22 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 23 号  農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の変更について 

 

    

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 （2 名） 

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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事務局次長 定刻になりましたので遊佐町農業委員会 9 月定例会を開催します。本日

は、堀事務局長が会議に出席ため、欠席しております。 

まず初めに 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。 

事務局次長 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 JA 全農にいがたは、いち早く 14 年産米の仮渡金を一般コシヒカリ、

12,000 円、魚沼コシヒカリも 2,500 円下げの 14,200 円と決めました。JA

全農山形でもそれから間もなくしてつや姫を 12,500 円、一般はえぬきを

8,500 円と驚くような概算金が提示されました。全国的な消費の減少や、過

剰作付けによるコメ余りがあるという理由のようです。この価格では来年再

生産は無理ではないでしょうか。今まで低コストということで農家は努力し

てきました。しかし、農業機械、肥料、農薬、除草剤などが大幅に高騰し農

業経営に影響を与えているのに対して米価だけが安くなりこのままでは農

業経営が難しくなります。今年、変えたばかりの賃借料も考え直さなければ

ならないかと考えています。来月早々に農業委員会庄内地方協議会を開いて

賃借料について話し合う予定でいます。 

また、中間管理機構も出し手ばかりが増えて、受け手がいないのではない

かと心配しています。今進めている法人化に向けての話し合いもいったいど

うなるのでしょうか。 

14 年産米について厳しい販売環境ですが、持越し在庫を抱え 15 年産米の

販売に悪影響を与えないようしっかりやって頂きたいと思います。 

本日は、9 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。 

 

事務局次長 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〉 
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では 7 番川俣義昭委員、8 番渡会健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。始めに、報告事項の番号 1

から 2 について、事務局より説明願います。 

事務局次長 （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 4 計 3 筆、12,003 ㎡ 

解約の事由は新たな後継者と使用貸借契約を結ぶためで、解約後は議第

19 号番号 3 で新規に使用貸借権を設定します。 

続きまして、3 頁をご覧ください。 

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 14 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 34 計 12 筆、24,425 ㎡ 

番号 35 計 14 筆、12,107 ㎡ 

番号 36 計 2 筆、6,888 ㎡ 

番号 37 計 12 筆、37,535 ㎡ 

番号 38 計 15 筆、18,161 ㎡ 

番号 39 計 12 筆、30,398 ㎡ 

番号 40 計 16 筆、8,708 ㎡ 

番号 41 計 6 筆、2,844 ㎡ 

番号 42 計 3 筆、6,899 ㎡ 

番号 43 計 22 筆、30,164 ㎡ 

番号 44 計 32 筆、42,204 ㎡ 

番号 45 計 2 筆、2,712 ㎡ 

番号 46 計 4 筆、2,398 ㎡ 

番号 47 計 9 筆、17,896 ㎡ 

以上 9 件、全て相続による所有権の取得で、番号 35・46・47 については

斡旋の申し出がありましたが、それ以外については斡旋の申し出はありませ

んでした。 

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。 

（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 斡旋の申し出が 3 件ありますが、現状がどのようになっているのかわかり

ますか。 
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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 ご説明致します。現状がどのようになっているのかは把握しておりませ

ん。 

7 番川俣義昭委員 斡旋の申し出の中に耕作されていない農地も含まれているので、斡旋する

際、きちんと耕作されている農地とそうでない農地か把握する必要があると

思います。斡旋する場合、影響があると思いますので、質問いたしました。 

事務局 今、川俣委員のおっしゃったとおり、斡旋の農地については地区担当の委

員と確認しながら進めていきたいと思います。 

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 17 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。 

（事務局次長が挙手し、議長が指名する） 

事務局次長 （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 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。農協を仲介した賃貸借契約の解約です。 

番号 5-1・2 計 2 筆、499 ㎡ 

番号 6-1・2 計 2 筆、6,420 ㎡ 

どちらも、借人の労力不足による解約で、解約後は、議第 22 号（1）番号

54・55 で第三者と新たに利用権を設定します。 

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 17 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 18 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。 

（事務局が挙手し、議長が指名する） 
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事務局次長 （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 2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。個別にご説明いたします。 

番号 12 計 1筆、1,800㎡ 

譲渡事由は贈与で、以前、双方の農地を売買によって交換したものの、譲

受人のみ登記申請をしないまま現在に至ったため、今回は贈与として申請

し、その許可証をもって改めて登記申請するものです。 

番号 13 計 1筆、196㎡ 

こちらも譲渡事由は贈与です。以前、個人間で売買をしたものの、元々譲

受人は経営面積が 3,000㎡未満で土地が取得出来ない方だったため、耕作は

していますが登記が出来ない状態が続いておりました。先月の総会で第三者

と利用権を設定し、面積要件をクリアしたため、今回贈与で申請し、その許

可証をもって改めて登記申請する予定です。 

尚、現地調査につきましては、番号 12・13 共に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ので、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 12・13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 まず、番号 12 に関してですが、譲受人の畑も近くにあり申請地にも同じ

ような作物が作付されておりましたので、譲受人が作付したものと察するこ

とができました。どちらも現在使われている畑でありました。 

次に番号 13 につきましたは、申請地は私が住んでいる集落でありますの

で、以前より見ておりますが、ずっと作付けされている畑で、今現在も作付

けされておりますし、番号 13 の譲受人とお会いした際に来年以降も作付す

る予定でいるとのお話をしていましたので何ら問題はないと思います。 

議長 それでは、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 私も現地調査をしましたが、伊原委員もいっておられたように何ら問題無

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） 

ないようですので、質疑を終了し採決いたします。 
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議第 18 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 18 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 19 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。 

（事務局が挙手し、議長が指名する） 

事務局次長 （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 4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 3 計 3筆、12,003㎡ 

こちらは、借人が新規就農をするために土地を借りるものです。作付け予

定作物はうるい・アスパラガス・行者ニンニク等で、当面はこちらの農地を

耕作しますが、将来的には規模拡大を目指しております。 

番号 4 計 46筆、79,249㎡ 

こちらは、親子間の経営移譲のための設定で、設定後は経営移譲年金受給

の手続きを行う予定です。自作地の他に小作地もありますが、そちらは議第

22号（2）利用権の移転で取り扱います。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、番号 3を池田俊明委員、番号 4については

範囲が広いため、佐藤重一委員、池田俊明委員、齋藤誠喜委員、川俣義昭委

員、渡会健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 3と 4について、4番池田俊明委員より報告願います。 

（4番池田俊明委員が挙手し、議長が指名する） 

4 番池田俊明委員 番号 3につきましては、現在うるい、アスパラ、ウド、イチジク、三つ葉

等が作付けされていました。新しい後継者がそのまま経営を引き継ぐという

ことなので何ら問題ないと思います。 

番号 4につきましては、全て植えつけされているわけではありませんでし

たが、きちんと管理されていましたので問題ないと思います。 
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議長 それでは、番号 4について、2番佐藤重一委員より報告願います。 

（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 番号 4ですが、私が担当した田については後継者が耕作していまます。畑

についても自家用野菜ということで全て作付けされており、後継者も 33 歳

と若いこともあり何ら問題ないと思います。 

議長 続いて、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 現地調査に先日行ってきました。私が受け持った申請地の畑は少し草等は

生えてはいましたが、後継者がこれから頑張って耕作してい頂ければと思い

ます。田は毎年きちんと作付けされていますので、問題ないと思います。 

議長 続いて、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 私は全部で 3か所の現場を見てきました。全て稲が作付けされていました

ので、問題ないという事を確認しました。 

議長 最後に、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 私も同じく現地確認を行ったところ、申請地は私の集落とも隣り合わせと

いうこともあり、親子で作業をしているところを何度も確認していますし、

畑も茄子、葉野菜等作付けされていましたので何ら問題ないと思います。 

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） 

無いようですので、質疑を終了し採決いたします。 

議第 19 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 19 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 20 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。 

（事務局次長が挙手し、議長が指名する） 

事務局次長 （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。議案書は 13頁をご覧ください。 

番号 3 計 2筆、177㎡ 

申請地は大蕨岡集落の北西部に位置し、住宅が連担した区域にあり、冷蔵

倉庫を建築するに伴い、従業員の駐車場を整備するものです。 

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
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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、駐車場 5 台分 75 ㎡、通路、迂回スペー

スが 102㎡となっており、適当な面積と考えられます。 

尚、転用目的は既存施設の拡張で、拡張に係る部分の敷地面積 690㎡は、

既存施設の敷地面積 1,731.57 ㎡の 2 分の 1 以内であるため、許可基準であ

る農地法施行規則第 35条第 5号の既存施設の拡張に該当すると思われます。 

資金計画については、全額、自己資金対応であり、金融機関からの残高証

明書で確認しております。土地改良区区域外で、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、許可相当との意見に決定しまし

た。詳しくは、審査基準書の 9頁に位置図、字限図、10頁に意見書（案）、

11頁に立地基準、12頁に一般基準、13頁に土地利用計画図、14頁に建物平

面図を掲載しております。また、補足資料の 1頁に現地調査の写真を掲載し

ております。 

尚、先日、川俣義昭土地専門部会長、佐藤重一副部会長、蕨岡地区担当の

髙橋正樹会長の 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。 

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 日現地調査を行いました。今、事務局から説明があったように周りの

農地等への影響は無いと判断されますし、許可相当と判断いたしました。 

議長 次に 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 私も川俣部会長と同じで何ら問題ないと思います。 

議長 それでは私からも現地調査の結果を報告します。周辺に何ら影響は無いと

見てきました。 

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。 

（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 

 

以前、申請地は畑のようでしたが、なにか作付けしていたのかわかります

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。申請地は譲渡人名義の宅地に隣接しており、現在、宅地

は空家となっています。そのため申請地には何も作付けはしていないようで

す。譲受人は空家の土地も一緒に売買して駐車場にしたいとのことでした。 

議長 他に質問・意見などありますか。 

（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 隣地の方がたの同意書はこのような場合必要なのですか。 
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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。隣接する土地所有者から同意書は頂いております。今回、

業者に依頼して申請の手続きを行っていますので、打合せを行った際、隣接

地の所有者の方からクレームをなくすためにも同意書を頂くようお話を致

した次第です。 

議長 他に質問・意見などありますか。 

（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 20 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 20 号について、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 21号 非農地証明願いについて、事務局の説明を求めます。 

（事務局次長が挙手し、議長が指名する） 

事務局次長 （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。議案書は 15頁をご覧ください。 

番号 3 計 1筆 204㎡ 

耕作放棄地後 20 年以上が経過しており、現況は灌木類が生い茂った土地

となっております。 

また、昭和 61 年から固定資産税も雑種地で課税されております。農地に

復元する事は著しく困難で、復元しても耕作の継続は困難と認められるた

め、非農地として証明してよろしいかご審議をお願いします。 

申請地は酒田都市計画区域内、農業振興地域の農業地区域外、土地改良事

業の受益地外となっております。審査基準書の 15 頁に位置図と字限図、補

足資料の 2頁に状況写真を掲載しております。 

尚、先日、川俣義昭土地専門部会長、佐藤重一副部会長、西遊佐地区担当

の本間克修委員の 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。 

議長 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 日に現地を確認してきました。補足説明資料の現地調査写真でもわか

るように現況も踏まえ、また境界も判断するに難しい状況でありました。見

た限りでは農地に復元するのは限りなく不可能ではないかと思われます。 

議長 次に 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） 
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2 番佐藤重一委員 私も部会長と同じで農地に復元するのは不可能ではないかと判断しまし

た。 

議長 次に 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 私も部会長と同じで農地に復元するのは到底無理ではないかと思います。 

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。 

（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 お聞きしたいのですが、補足説明資料の現地調査写真と字限図を見ますと

申請地周辺は宅地のようですが、地目変更後は宅地に変更するのですか。 

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。現在、固定資産税で雑種地として課税されていますので、

雑種地として地目変更する予定だと聞いています。 

議長 何か、ご意見等ございますか。 

（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 21 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 21号 非農地証明願いについて、原案のとおり、

非農地として証明することに決定いたします。 

次に、議第 22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。 

（事務局次長が挙手し、議長が指名する） 

事務局次長 （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 16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）利用権の新規設定が 2件、（2）利用権移転が 2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）利用権設定 

番号 54 計 2筆、499㎡ 

期間は 10 年、単価は 10ａあたり 21,000 円で新規に設定します。借人は
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認定農業者です。 

番号 55 計 2筆、6,420㎡ 

期間は 10 年、単価は 10ａあたり 21,000 円で新規に設定します。尚、番

号 54・55共に新規設定につき、審査基準書 16頁に図面を掲載しております

ので適宜ご参照ください。 

続きまして、 

（2）利用権移転 

番号 1 計 3筆、1,004㎡ 

経営移譲のための移転で、残存期間と対価は記載の通りとなっておりま

す。 

番号 2 計 2筆、2,215㎡ 

こちらも経営移譲のため移転するもので、残存期間と対価は記載の通りと

なっております。 

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 9 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 22 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 22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 23 号 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の変

更について、議事に入る前に、担当の産業課農業振興係の佐々木係長より説

明をお願いします。 

（佐々木係長が挙手し、議長が指名する） 

佐々木係長 （変更の概要の説明） 

議長 ただいまの説明について質問等ありませんか。 

（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 お聞きします。年間農業所得 400万円とありますが、総収入なのかそれと

も所得なのか教えていただきたいのですが。 
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議長 佐々木係長、説明願います。 

（佐々木係長が挙手し、議長が指名する） 

佐々木係長 お答え致します。所得で 400万円ということになります。 

6 番石垣敏勝委員 現在、遊佐町で農業所得が 400万円という人は少ないと思います。概ねと

記載はあるもののもう少し考えたほうがいいのではないでしょうか。 

佐々木係長 近隣市町村を調べましたが、ここの区分を変える市町村はございませんで

した。もし変更するとなるとどういった根拠で変更すればよいのか悩みまし

たが、県の指標がでているなかで、それを変更するというのは難しいのが正

直なお話です。 

議長 私からもいいですか。出来ればこの中に思い切った適地適作という文面を

入れて頂きたと思います。そうしないと米作り農家が共倒れする恐れがあり

ます。遊佐町独自の思い切った政策をとらなければこれから生き延びる道は

ないように感じます。 

佐々木係長 上の者とも相談してみたいと思います。中山間との配慮が必要なところも

ありますので、検討させて頂きたいと思います。 

議長 他になにかありませんか。 

（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 新規就農者を平成 28 年度に 300 人とありますが、これは山形県全体なの

か遊佐町だけなのかわかりますか。 

議長 佐々木係長、説明願います。 

（佐々木係長が挙手し、議長が指名する） 

佐々木係長 山形県全体での目標の人数になります。 

15 番佐藤充委員 遊佐町では新規就農者の人数の目標はあるのですか。 

佐々木係長 今の段階では目標数を見込めない状況であります。ただここに目標数を記

載出来ればいいのですが、目標数を定めるだけの時間もなかったもので今回

載せることが出来ませんでした。 

議長 その他なにかありませんか。 

（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 先ほどの説明で遊佐町に関しては、米価の算定は一般米で計算していると

いうことでしたが、先ほど会長の挨拶にもあったようにもし、今後賃借料な

どの見直しがある場合それに合わせた金額にする必要がでてくるのではな

いかと思います。遊佐町の基本的構想が県に習って計算しているのですか

ら、今後農業委員会でも賃借料の計算をする場合、これに準じた計算方法を

採用していった方がいいのではないかと思います。個々に手間や経費の掛か

る米作りをする場合プラスαになるのだと思います。 

事務局 この件につきましては、皆さんにお配りしておりますが、今朝の新聞に

10ａあたり赤字 8,220円になると掲載されておりました。全員協議会のその

他で協議したいと思います。 
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議長 その他なにかありませんか。 

（質問、意見なし） 

議第 23 号農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の変更につい

て事務局の説明を求めます。 

（事務局次長が挙手し、議長が指名する） 

事務局次長 （議案書、朗読説明） 

議長 先ほども質問・意見などありましたが、その他なにかありませんか。 

（質問・意見なし） 

無いようですので、お諮りします。 

議第 23 号の議案について、適正なものと判断するとの意見をつけること

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 23 号 農業経営基盤の強化の促進に関する基本

的な構想の変更について、適正なものと判断するとの意見を付けて遊佐町長

に回答することに決定いたします。 

予定されておりました議事は以上ですが、他に何かございませんか。 

（委員、事務局共になし） 

無いようですので、これで 9月の定例総会を閉会します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


