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令和３年度第１回津野町農業委員会定期総会会議録  （第１日目） 

 

 

召集年月日  令和３年４月２１日 

 

召 集 場 所  津野町役場 本庁２階 多目的ホール 

 

開 会  令和３年４月２８日   午後４時００分 

 

出席委員 

１番：松岡 保宏、２番：石川 幸久、３番：大地 勝義、４番：宇都宮 京子、 

５番：田部 節男、６番：川村 実男、会長：戸田 和宏 

（推進委員） 

川渕 慶博、大﨑 登、川西 利文、明神 長生、長山 計一、山﨑 哲人、明神 正 

 

その他の出席者 

事務局長：戸田 喜博、職員：池 大輔、石田 純也 

 

議事日程 

別紙のとおり 
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令和３年度第１回津野町農業委員会定期総会議事日程 

 

令和３年４月２８日 午後４時００分開議 

日程 議案番号 案       件 備考 

  開会  

１  会議録署名委員の指名  

２  会期の決定  

３ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請書の審議について  

４ 議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請書の審議について  

５ 議案第３号 強化促進法の規定による申し出について  

６ その他   
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開会   ：午後３時５９分 開議 

 

議長   ：正場にいたします。 

 

ただいまの出席委員は農業委員７名、農地最適化推進委員７名でございます。 

これより、令和３年度第１回津野町農業委員会定期総会を開会いたします。 

ただちに、本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配布したとおりであります。 

日程第１、会議録署名委員の指名をおこないます。 

会議録署名委員は、会議規則第１３条の規定により、議長において 

３番 大地おお ち 勝義かつよし 委員 ５番 田部た べ  節男せつ お 委員を指名いたします。 

日程第２、会期決定の件を議題といたします。 

お諮りいたします本定例会の会期は、本日１日間としたいと思いますが、こ

れにご異議ありませんか。 

 

委員   ：異議なし 

 

議長   ：ご異議なしと認めます。 

よって会期は１日間と決定しました。 

 

日程第３ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請書の審議につい
て、を議題といたします。 

事務局より、議案の朗読と説明をお願いします。 

 

事務局長 ：議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請書の審議について説明いた
します。 

（番号１～４朗読） 

 

農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件を満たしていると考

えます。 

 

以上で議案の朗読並びに補足説明を終わります。 

 

議長   ：議案第１号 番号１から３は、私と明神委員が地区委員です。現地調査の結
果並びに補足説明をお願いします。 

 

明神委員 ：２５日に行ってまいりました。譲渡人の●● ●●さんは、●● ●●さん
のおじいさんになります。番号３まで家族ですので一緒にやりたいと思いま

す。●● ●●さんは●●さんのお父さんになります。そういう関係でござ
いまして、１６ページを見ていただきたいです。耕作計画書でございまして、

●●さんは現在４１歳で、●●●●●●●●で１２年間仕事をしていて、そ

こで嫁さんも貰い子供も作って、５年前に自宅のほうに帰ってきて、現在ミ

ョウガの栽培に取り組んでいます。約２反、土耕栽培で１反くらい、水耕栽

培で１反くらい、最初は土耕栽培で始めて、去年から水耕栽培も始めていま

す。そして、近所のおばちゃんも５人くらい雇っているようであります。問
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題はないと思います。ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

議長   ：番号１から３について、質疑、意見はありませんか。 

 

委員   ：異議なし。 

 

議長   ：異議なしと認めます。続きまして、番号４は川村委員と山﨑委員が地区委員
です。現地調査の結果並びに補足説明をお願いします。 

 

川村委員 ：３６ページのほうを見ていただきまして、●●●‐●の南側に●● ●●●
さんの宅地と家があります。写真のほうで見ていただくと、３９ページの上

の写真ですがここを借りてずっと植えたり耕したりしているようで、ここの

畑が欲しかったようですが、●●におられる●●さんのほうが、まとめて買

ってくれるなら譲るということで、まとめて買うようになったようです。特

に問題はないと思いますのでよろしくお願いします。 

 

議長   ：番号４について、質疑、意見はありませんか。 

 

委員   ：異議なし 

 

議長   ：異議なしと認めます。よろしいですか。それでは採決いたします。 

議案第１号について、原案のとおり決することに、賛成の農業委員の諸君の

挙手を求めます。 

 

（挙手全員） 

 

挙手全員であります。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

議長   ：日程第４ 議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請書の審議につい
て、を議題といたします。 

事務局より、議案の朗読と説明をお願いします。 

 

事務局長 ：議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請書の審議についてご説明い
たします。 

（番号１～３朗読） 

 

番号１から３全てが一時転用で、農業振興地域に含まれております。 

農地区分は、甲種農地、第１種農地及び第３種農地のいずれの要件にも該当

しない「その他の農地（第２種農地）」と判断されます。 

 

以上で議案の朗読並びに補足説明を終わります。 

 

議長   ：議案第２号 番号１～３は、松岡委員と川渕委員が地区委員です。現地調査
の結果並びに補足説明をお願いします。 
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松岡委員 ：先日、川渕さんと現地で、●●の●●さんから説明を聞いてきました。ここ
の現地については、１月の２１日に火災があって、通行規制がかかっておる

ような状態です。１番目は●●さんの土地、写真を見ていただいたらわかる

と思いますが、４５ページ●●商店のすぐ下流といいますかベルトコンベア

ーのすぐ近くを●●のほうがお借りしたということです。それで関係車両が

あるので、２番目の場所を駐車場として借りた。今後については３番目、こ

れについては１番目の隣ですが、ベルトコンベヤーの使うものを加工する場

所として利用したいと、もうすぐ１番の付近へ事務所を建ててやりたいとい

うことです。●●も早く終わりたいということで、遅くとも年内に終わらせ

たいということです。以上です。 

 

議長   ：番号１から３について質疑、意見はありませんか。 

 

委員   ：異議なし 

 

議長   ：はい。それでは採決いたします。 

議案第２号について、原案のとおり決することに、賛成の農業委員の諸君の

挙手を求めます。 

 

（挙手全員） 

 

挙手全員であります。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

議長   ：日程第５ 議案第３号 強化促進法の規定による申し出について、を議題と
いたします。 

事務局より、議案の朗読と説明をお願いします。 

 

事務局長 ：議案第３号 強化促進法の規定による申し出についてご説明いたします。 

（番号１～７朗読） 

 

番号１から３及び７は再設定、番号４から６は新規設定であります。 

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。 

 

以上で議案の朗読並びに補足説明を終わります。 

 

議長   ：議案第３号 番号１から４は、私と明神委員が地区委員です。現地調査の結
果並びに補足説明をお願いします。 

 

明神委員 ：番号１と２につきましては一緒に説明をさせていただきます。筆数が１番は
７筆２番のほうは５筆あります。場所は●●から国道を須崎寄りで約２．５

㎞こちらに来たところであります。この土地は●●さんが自分で重機を使っ

て耕地整理をしておりました。歳がいって作れなくなったので、自宅からも

見えるところでありましたので、荒らすのも忍びなく誰か作ってくれないか

と思っていたら●●●さんが作ってくれるようになったと聞いております。

問題はないと思います。ご審議をよろしくお願いします。 
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次に番号３の再設定で、●● ●●さんから●● ●さんにという件であり
ますが、２２日に●●さんに会って話を聞くことができました。場所は７６

ページを見ていただきたいと思います。国道の１９７号線の●●から須崎寄

りに約２．７㎞行った所の川の向かいにあります。手前のほうでは昨年はカ

ボチャを作って、奥のほうはお米を作っていました。再設定で問題はないと

思います。よろしくお願いします。 

次に番号４に移ります。新規で●● ●●さんから●● ●●さんに土地を
貸借であります。２５日に現地調査をしました。場所は●●から国道１９７

号線を須崎寄りに１，６００ｍ位いった川向でございます。４筆になってお

りますが、２枚で整備されておりまして、●●さんが生姜を植えるように準

備をしております。●●さんと●●さんに話を聞いたのですが、松岡さんは

高齢になり、昨年は田んぼを荒らしていたようです。今年は新規に●●さん

が作ってくれるようになったようです。問題はないと思いますのでよろしく

お願いします。 

 

議長   ：番号１から４について、質疑、意見はありませんか。 

 

委員   ：異議なし。 

 

議長   ：続きまして、番号５は宇都宮委員と明神委員が地区委員です。現地調査の結
果並びに補足説明をお願いします。 

 

明神委員 ：●●さんに会いに行ってきました。●●さんは●●●のほうにおられますの
で、会えておりません。●●さんは生姜を作っておられまして、現地に行っ

てみたら早速きれいに畝を作ってビニールを張って、土の消毒をしていると

いうことです。周りもきれいに整備しております。何も問題ないと思います

ので、よろしくお願いします。 

 

議長   ：番号５について、質疑、意見はありませんか。 

 

委員   ：異議なし。 

 

議長   ：続きまして、番号６は川村委員と山﨑委員が地区委員です。現地調査の結果
並びに補足説明をお願いします。 

 

山﨑委員 ：●●●の●● ●●さんから●● ●さんへという件で、野菜ということで
●● ●さんは農業を専業でやると。９９ページの写真、ここは３段になっ
ています。つくね芋とか野菜を作ると行っていました。問題はないと思いま

す。以上です。 

 

議長   ：番号６について、質疑、意見はありませんか。 

 

委員   ：異議なし。 

 

議長   ：続きまして、番号７は石川委員と大﨑委員が地区委員です。現地調査の結果
並びに補足説明をお願いします。 
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石川委員 ：●● ●●さん、●● ●●さん、再設定ということで２５日に確認に行っ
て、●●●さんと話ができました。特に問題が無いと思いますのでよろしく

お願いします。 

 

議長   ：番号７について、質疑、意見はありませんか。 

 

委員   ：異議なし。 

 

議長   ：議案第３号について、番号１及び２は宇都宮委員に関係がありますので、こ
の分を先に採決したいと思います。 

宇都宮委員は退席をお願いします。 

 

（宇都宮委員退席 午後４時３８分） 

 

議長   ：よろしいですか。それでは採決いたします。議案第３号 番号１及び２につ
いて、原案のとおり決することに、賛成の農業委員の諸君の挙手を求めます。 

 

（挙手全員） 

 

挙手全員であります。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

宇都宮委員を呼んでください。 

 

（宇都宮委員着席 午後４時３９分） 

 

宇都宮委員に報告します。 番号１及び２は可決されました。 

 

残りの番号３から７について、原案のとおり決することに、賛成の農業委員

の諸君の挙手を求めます。 

 

（挙手全員） 

 

挙手全員であります。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

議長   ：日程第６ その他の件について、事務局からの報告はありませんか。 

 

事務局長 ：令和２年７月２９日に許可をしておりました●●●●●●●●●●● 外３
筆の農地の所有権の移転につきまして、令和３年３月２２日付けで取下げ願

の提出があり、受理しましたのでご報告いたします。 

 

議長   ：その外にありませんか。 

 

無いようでしたら５月の定例会の日程を決めたいと思います。事務局のほう
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から５月２８日（金）ですがよろしいですか。今度は西庁で、時間は１６時

３０分の予定で行います。 

 

議長   ：ご発言がないので以上で、本日の日程は全て終了しました。 

これにて、令和３年度第１回津野町農業委員会定期総会を閉会いたします。 

 

閉会    （午後５時８分） 

 

  津野町農業委員会会議規則第１３条の規定による会議の経過を記載したもので、その相
違ないことを証するためここに署名する。 

 

 

津野町農業委員会議長 

 

 

署 名 委 員 ３番 

 

 

署 名 委 員 ５番 


