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平成２８年５月大山町定例農業委員会議事録

1 開催日時  平成２８年５月１０日（火）午後３時０３分から午後３時５１分まで

2 開催場所  保健福祉センターなわ

3 出席委員  （２６人）

  会長    ２９番  中川 幸應

  委員    １番  尾﨑 幹男    １５番  髙虫 秀樹

          ２番  村上 茂夫    １７番  田中 祥二

          ３番  川上 章    １８番  尾古 礼隆

          ４番  入江 英之    １９番  山 良孝

          ５番  岡田 幸正    ２０番  高見 昌治

          ６番  田中 喬     ２１番  岸本 耕二

          ８番  岩波 宏承    ２２番  箆津 文彦

          ９番  枝谷 凱之    ２４番  米澤 誠一

         １０番  片桐 研二    ２５番  遠藤 幸子

         １１番  原 祥二郎   ２６番  吹野 正幸

         １２番  伊澤 卓司    ２７番  森田 信也

         １３番  徳永 健    ２８番  遠藤 光則

         １４番  大原 広巳     

4 欠席委員 （３人）（７番 前田 繁昌、１６番 馬田 雄一郎、２３番 黒見 憲治）                  

5 議事録署名委員の決定 （１７番 田中 祥二、１８番 尾古 礼隆）

6 会務報告（別紙）

7 議事日程

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について

議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について

議案第３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

画について

議案第４号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条の規定による農用地利用

配分計画案について

8 報告事項

（１）賃貸借の解約について

（２）農地法施行規則第３２条第１項の届出について

（３）その他

9 その他

（１）平成２８年６月定例会の日時について

（２）香取地区再生事業（除礫）の現地視察について

（３）農業委員会だより編集委員会について
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（４）熊本地震にかかる義援金について

  （５）その他

10 農業委員会事務局職員

事 務 局 長  田 中 延 明

主 任   山 根 圭

事務補助員   山根江利子
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１１ 会議の概要

事務局   そういたしますと、定刻を若干過ぎましたが、議長の挨拶で開会をしてま

いりたいと思います。よろしくお願いします。

議長    皆さん、こんにちは。本日は春の農作業で大変お忙しい中を５月の大山町

定例農業委員会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。

      また先日の４月２１日には、一般社団法人鳥取県農業会議としての初めて

の第１回の常設審議委員会が、鳥取市の日本海新聞社５階小ホールにて開催

されまして、その審議委員会の審議事項としては、１番として農地法第５条

の規定による意見聴取についてを審議をして承認となりました。続いて、協

議報告事項として、１番として転用に関わる農地区分の判断について、２番

目として農業会議の運営について、３番目として農業委員会系統組織による

熊本地震義援金の申込協力について等の協議、報告事項がありました。以上、

鳥取県農業会議の第１回の常設審議委員会の会議の報告をさせていただきま

す。

      つきましては、本日の定例会がスムーズに進行いたしますよう、委員全員

の皆様のご協力をいただきますよう何卒よろしくお願いを申し上げます。

議長    続きまして、出席者の確認でございますが、３名の方が欠席でございます。

７番委員さんと、１６番委員さんと、２３番委員さん、３名の方が欠席とい

うことで２９名中２６名の出席ということで、大山町農業委員会会議規則第

２章第５条によって委員の過半数の出席にて、本日の定例会の会議が成立し

たことを、ここに宣言をいたします。

      続きまして、議事録署名委員の決定についてでございますが、１７番委員

さん、よろしくお願いします。それから１８番委員さん、よろしくお願いを

いたします。

議長    続きまして、３番の会務報告に入らせていただきます。事務局の説明をよ

ろしくお願いします。

事務局   【会務報告】

      ・（４月 ４日） 農業委員会６役会（Ｈ２７活動・点検評価案）について。

      ・（４月 ５日） 中山地区農業相談日について。相談件数なし。

      ・（４月 ７日） 西部地区農業委員会会長協議会事務引継について。

      ・（４月 ８日） ４月委員会案件現地調査について。

              ４月定例農業委員会について。

      ・（４月１１日） 香取地区耕作放棄地再生事業・除礫事業起工式について。

      ・（４月１５日） 名和地区農業相談日について。相談件数１件あり。
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      ・（４月２１日） 第１回常設審議委員会について。

      ・（４月２５日） 大山町農業再生協議会総会について。

              市町村農業委員会職員等新任職員研修会について。

      ・（４月２７日） 大山町農業再生協議会総会について。

              新規就農者・担い手育成支援に係る市町村・ＪＡ担当部課

長及び農業委員会事務局長会議について。

議長    はい、ありがとうございます。会務報告が終わりました。ここで何か皆さ

んの方で質問等がございますでしょうか。（沈黙）ないようですので、次に進

めさせていただきたいと思います。

議長     ５番の議事日程に入らせていただきます。

議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請について、を上程いたし

ます。事務局の説明をよろしくお願いいたします。

事務局    はい、失礼します。議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請につ

いて。下記許可申請について、農地法第３条第１項の規定により議決を求め

ます。

        番号１７番、○○○○○○△△△-△、他３筆、譲渡人、○○町○○△△△

番地△、□□□□□さん、譲受人、○○町○○△△△番地△、◇◇◇◇さん、

こちらは売買で４筆全体で※百※万円と伺っております。番号１８番、○○

○○○○△△△-△、譲渡人、○○町○○△△△番地△△、□□□□さん、譲

受人、○○町○○△△△△番地、農事組合法人◇◇◇◇◇さん、こちらは売

買で１０ａ当たり、※※万円と伺っております。こちら登記地目が原野とな

っておりますが、現地は現況、畑となっております。

      いずれも農地法第３条第２項各号には該当せず、許可の要件を全て満たし

ていると考えます。以上です。

議長    はい、ありがとうございます。ここで現地確認の状況の説明をお願いした

いと思います。番号１７番について１９番委員さん、よろしくお願いいたし

ます。

１９番委員  １９番です。今日午前中に２２番委員さん、９番委員さん３名と、それか

ら事務局２名で現地の調査をいたしました。当地は農地パトロールで遊休農

地の１号ということで確認されておりますけども、現在のところ４筆ありま

すけども、２筆はきちんと農地に戻されておるというやあなことで、努力し

ておられるということでしたので、非常に推奨すべき事案ではないのかなと

いうことで見てまいりました。以上です。

議長    はい、ありがとうございました。続きまして１８番について、２２番委員

さん、よろしくお願いいたします。

２２番委員  ２２番です。この○○の、□□さんのとこを◇◇◇◇◇に売却されます。
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現地は以前は畑だったものが一度は荒廃して酷い状態でしたけども、現在は

造成して畑に戻されたような事でございました。再生という事で大変良い事

だと思っております。以上です。

議長    はい、ありがとうございます。現地確認の状況の説明が終わりました。こ

こで皆さんの方で何か質問等がございますでしょうか。（沈黙）ないようでご

ざいますので、採決の方に移らせていただきたいと思います。

      議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請について、を採決いたし

ます。賛成の方の挙手をお願いいたします。

（挙手全員）

     はい、ありがとうございます。賛成多数で可決成立いたしました。

議長    続きまして、議案第２号、農地法第４条の規定による許可申請について、

を上程いたします。事務局の説明をよろしくお願いいたします。

事務局   はい、失礼します。議案第２号、農地法第４条の規定による許可申請につ

いて。下記申請について、農地法施行令第７条の規定により審議を求めます。

      番号７番、○○○○△△-△、申請人、○○町○○△△△番地、■■■■さ

ん、転用の目的は農業用倉庫です。概ね１０ｈａ以上の規模の一団の農地の

区域内にある農地ですので第１種農地に該当します。また、許可の根拠は農

業用施設等となります。次のページから位置図、計画図等を付けております。

以上です。

議長    はい、ありがとうございます。ここで現地確認の状況の説明をお願いした

いと思います。番号７番について１９番委員さん、よろしくお願いいたしま

す。

１９番委員  はい、現地確認の状況の説明をさせてもらいます。真向かいにライスセン

ター等々、■■さんがしておられまして、その真向かいの農地ということに

なります。当地は圃場整備もされておられませんし、農振地域じゃないとい

う点と、それから１種農地という状況を見まして農地転用も適当ではないの

かなと。使われる農業用倉庫ということも含めますと、適当ではないのかな

というふうに思いました。以上です。

議長    はい、ありがとうございました。現地確認の状況の説明が終わりました。

ここで皆さんの方で何か質問等がございますでしょうか。（沈黙）ないようで

すので採決の方に移らせていただきたいと思います。

     議案第２号、農地法第４条の規定による許可申請について、を採決いたし

ます。賛成の方の挙手をお願いいたします。

（全員挙手）

     はい、ありがとうございます。賛成多数で可決承認されました。

議長    続きまして、議案第３号、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定
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による農用地利用集積計画について、を上程いたします。事務局の説明をよ

ろしくお願いいたします。

事務局   はい、失礼します。議案第３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について、利用権設定。農業経営基盤強化

促進法第１８条第１項の規定により受理したので、議決を求めます。（朗読と

詳細；詳細は議案に明記）

      いずれも農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の要件を全て満たしてい

ると考えます。以上です。

議長    はい、ありがとうございました。説明が終わりました。ここで皆さんの方

で何か質問等がございますでしょうか。（沈黙）ないようですので、採決のほ

うに入らせていただきたいと思います。５０９番の２８番さんの分だけ外し

まして、それ以外の全ての分を採決をいたしたいと思います。

      議案第３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

利用集積計画について、を採決いたします。賛成の方の挙手をお願いいたし

ます。

（全員挙手）

     はい、ありがとうございます。賛成多数で可決成立いたしました。

      なら、２８番委員さん（議事参与の制限のため退室を）すみません。

（２８番委員、退室）

      それでは５０９番について採決をいたしたいと思います。賛成の方の挙手

をお願いいたします。

（全員挙手）

     はい、ありがとうございます。賛成多数で可決承認となりました。

（２８番委員、入室）

議長    続きまして議案第４号、農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条の

規定による農用地利用配分計画案について、を上程いたします。事務局の説

明をよろしくお願いいたします。

事務局   はい、失礼します。議案第４号、農地中間管理事業の推進に関する法律第

１９条の規定による農用地利用配分計画案について。農地中間管理事業の推

進に関する法律第１９条第３項の規定により、照会があったので意見を求め

ます。（朗読と詳細；詳細は議案に明記）以上です。

議長    はい、ありがとうございます。説明が終わりました。ここで皆さんの方で

何か質問等がございますでしょうか。（沈黙）ないようですので、採決のほう

に入らせていただきたいと思います。

      議案第４号、農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条の規定による

農用地利用配分計画案について、を採決いたします。賛成の方の挙手をお願
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いいたします。

（挙手全員）

     はい、ありがとうございます。賛成多数で可決承認されました。

議長    続きまして、６番の報告事項でございますが、（１）番（２）番については

報告事項でございますので、後から見ていただいたら結構かな、というふう

に思います。

          （３）番のその他ですけど、何か事務局の方でありますでしょうか。

事務局   無いです。

議長    その他という事で、皆さんの方で何かございますでしょうか。（沈黙）

議長   ないようですので、７番のその他のほうに入らせていただきたいと思いま

す。

     （１）番ですが、平成２８年６月の定例会の日時について、６月１０日、金

曜日、午後３時より、場所はこの大山町保健福祉センターなわで開催いたし

たいと思います。ご出席をよろしくお願いしたいというふうに思います。

議長    続きまして（２）番の、香取地区再生事業（除礫）の現地視察について、

事務局の説明をお願いいたします。

事務局   【その他】

      ・香取地区再生事業（除礫）の現地視察について。

議長    今、事務局の方から説明がありましたが、前回の定例会で「現地視察をし

たらどうかいな」という案がちょっとあったものですから、事務局の方とし

て育成機構の方にちょっと打診をしとるというような状況でございますが、

現地視察したほうがいいでしょうかね。そうするという事になれば、日程調

整等が担い手機構さんの方とも協議しないといけないもんですから。どうし

ましょうか。

２１番委員 はい。

議長    はい、どうぞ。

２１番委員 ２１番ですが。来月の農業委員会の前に３時までに行くやな事はどうでし

ょうか。

事務局   議長、よろしいでしょうか。

議長    はい。農業委員会の前。

２１番委員 はい。前がいいじゃないかなと思いますが。

議長    この会合の前ということですかね。

２１番委員 ええ。
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事務局   議長。

議長    はい。

事務局   ご存知のとおり、午前中は現地確認等もございます。１時から３時までの

間ということになろうかと思いますが、相当距離がありますし、まず担い手

機構さんの方のご都合もございますので、中々、そういうこちらから指定し

たような時間、日にちで出来るかというのは、ちょっとこの場ではご返答は

出来ませんが、今伺っておりますのは、今工事に掛かっている区域について

は、もうそろそろ完了するというような、あと１週間程度で完了するという

ようなお話も伺っておりまして、いつ頃、日程を調整するかで先程も何団地

かございました、どこを視察するかというのも変わってくるということもご

ざいまして、出来ればですけども、視察をするということであれば事務局に

日程をお任せいただけたらと思いますが、いかがでしょうか。まずは視察を

実施するかどうかということで、ご検討いただきたいと思います。

議長    なら、日程調整等は事務局の方に一任ということでよろしいでしょうか。

２１番委員  はい、私は良いです。

議長     すみません、よろしくお願いします。

事務局   いや、視察をするかどうかという部分。

議長    今、２１番委員さんから「視察をしたら」という意見があったもんですか

ら、皆さん、どうでしょうね。

２８番委員 あの。（挙手あり）

議長    はい、どうぞ。

２８番委員 ２８番ですけども。出来ればね、色々な関係でその現地を今後どういうよ

うなことになるかっていう事をね、自分らは下流にダム、色々な面のお陰を

受けて庄内平野を水を下ろしているダムがあるんですよ。それの関係がどう

なるんかなっていう事を、ちょっとまあ知りたいわけでしてね。それの対策

がどのような対策を練っておられるかということをね、一応、現地を見て、

その対策がなされているかどうなのか。これまでの経過を色々見ますとね、

今の太陽光発電が出来る所は、ここの所は以前にも話したかとは思いますけ

ども、以前にそこで大水が出ましてね、台風の関係で。そこの下流にある、

先程も言いましたように庄内平野に下ろしているダムがあるんですよ。そん

なのを土砂が埋めた経過があるんですね。ですからそういう事を私もある程

度心配しながら、どういう方法でやっていかれるのかそういう事もちょっと

見ておきたいな、と思っておるところです。以上です。

議長    その他の方で何かご意見等がありますか。なら、視察するっていう方向で

進めても良いですかね。

（はい、との声あり）

事務局   そういたしますと、事務局で日程調整をさせていただいて、会長なり代理

さんあたりと相談しながら進めさせていただきたいと思います。改めて日程
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につきましては、ご案内を差し上げるということでよろしくお願いをします。

議長    それでは、続きまして（３）番の「農業委員会だより」の編集委員会につ

いて、ということで、事務局の説明をお願いいたします。

事務局    【その他】

       ・「農業委員会だより」について。

議長    はい。編集委員会については、委員長さんと日程調整をしながら進むとい

うことで進めさせていただきたいと思います。

議長    続きまして４番の、熊本地震にかかる義援金について、を事務局の説明を

お願いいたします。

事務局    【その他】

       ・熊本地震にかかる義援金について。

議長    今、事務局から説明がありましたが１口１，０００円ということで義援金

を募りたいということでございますが、５月の報酬のほうから引かせていた

だくということで進めさせていただいても結構でしょうか。

（はい、との声多数）

     すみません、よろしくお願いします。

２６番委員 よろしいでしょうか。

議長    はい。

２６番委員 引くのは今決まったんですけども、いくら引くかという話がなかったんで、

１口１，０００円。いくら引くかっていうこと。

議長    １口、１，０００円。

２６番委員 １，０００円を引くっていうことですか。

事務局   はい。是非、２口したいという方があれば申し出いただければそのように

させていただきますが、基本１口、１人１口という事で考えております。で、

これに関しましては、全国の農業新聞に募金をしたところは記事が載るとい

うようなこともあるようですのでお伝えをしておきます。

      それと、もう１点。議員さんにつきましては、これ一旦、農業委員会が引

き受けるということになります、この募金を。要は寄付行為、このへんに当

たる恐れもあるという事がございまして、そういうご意思があれば、大変申

し訳ありませんが、そのへんの恐れを避けるためにもご自身で入金をしてい

ただきたいと考えております。お二方には、別冊でお手元にご用意している、

他の皆さんにはお渡ししておりませんけども、そういう事がございますので、
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引き去りをお二方からはしないという事でさせていただきたいと思います。

あとはご自身でご入金いただければと思いますので、よろしくお願いをいた

します。以上です。

議長     よろしくお願いいたします。

議長    次に（５）番のその他ですが、何か事務局の方からございますでしょうか。

事務局   【その他】

       ・農業委員・推進員選出方法等検討委員会について。

議長    はい、ありがとうございます。その他で皆さんの方で何かございますでし

ょうか。（沈黙）そういたしますと、定例会終了後に６役会ということでお集

まりいただきたいというふうに思います。

      それではこれをもちまして、５月の定例農業委員会を閉会といたします。

ありがとうございました。
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    会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。

   議長         中川 幸應

   議事録署名委員    田中 祥二

   議事録署名委員    尾古 礼隆

   ：備考    上記議事録は、公開用として大山町個人情報保護条例等の

規定により、個人情報を削除したものを掲載しております。

           また、一部要約等を行い掲載しております。


