平成２９年第５回（５月）
農業委員会総会議事録

吉富町農業委員会

１．日時及び場所

平成２９年５月９日（火）
開 会１０時００分 閉 会１０時３４分

２．開催場所

吉富フォーユー会館３階会議室

３．出席委員
委員の定数
出席委員数
欠席委員数
出席委員の氏名

１５名
１３名
２名
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瀬口
井上
樋口
奥家
賀部

欠席委員の氏名
４．付議事項
議案第１２号
報 告 事 項
報 告 事 項
報 告 事 項

若山
高原

輝義
勝美
幸子
翌
信弘
正直
清敏
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正人
克弘
啓治
正典

土屋 豊一
畑田 英文
是木 則幸

農地法第３条の規定による許可申請書について
２件
農地法第１８条第６項の規定による通知について
農地法第３条の３第１項の規定による届出について
平成２８年度の目標及びその達成に向けた活動の点検評価
及び平成２９年度の目標及びその達成に向けた活動計画の
決定について

５．農業委員会事務局職員
事務局職員 赤尾 慎一、石丸
６．会議の概要
事務局

宇佐
太田
菊
守口

貴之、髙尾

広篤

委員の皆さんおはようございます。
皆様方には何かとお忙しい中ご出席いただきまして有難うござい
ます。総会に入る前に先月の総会で今月は１０日に開催予定という
ことでしたが、明日は会計検査の予定となっていますので、急遽本
日の開催となりました。それと先日委員の皆様には連絡いたしまし
たが、今吉地区の豊田委員がお亡くなりになられましたことを報告
いたします。それでは、ただ今より平成２９年第５回（５月）総会
を開催いたします。本日は高原委員及び是木（則）委員より都合に
より欠席の連絡をいただいておりますので委員１ ３名での開催とな
ります。

是木会長

事務局

是木会長
宇佐委員

是木会長

各委員
是木会長
各委員
是木会長

それでは、開会に先立ちまして是木会長よりご挨拶をお願いいた
します。
委員の皆さんおはようございます。久しぶりの雨で野菜や庭木に
はいい雨だと思います。これから農作業が忙しくなりますが十分体
に気をつけてください。
それでは、ただいまから平成２９年第５回（５月）の総会を開催
いたします。まず、議事録署名人の指名をいたします。議事録署名
人には若山委員、宇佐委員のお二人を指名いたします。
それでは、議事に入ります。「議案第１２号 農地法第３条の規
定による許可申請書について」を上程いたします。今回２箇所の案
件のようです。このうち１件につきましては、 Ａ事務局長に関する
事案となりますので農業委員会法第２４条の規定に基づく議事参与
の制限により、当該事案の審議開始から終了まで退室をお願いいた
します。（Ａ事務局長退室後）
それでは事務局より逐次説明をお願いします。
「議案第１２号 農地法第３条の規定による許可申請書につい
て」です。先ず番号１の説明です。この案件は譲渡契約に基づき農
地の所有権移転を行う為の許可申請案件です。
申 請 農 地：吉富町大字小犬丸５２４番１ 田 １，０４８㎡
譲 受 人：吉富町大字小犬丸○○○番地
Ａ．Ｓ
譲 渡 人：吉富町大字小犬丸○○○番地
Ｍ．Ｋ
（他議案内容朗読及びＰ１からＰ６説明）
本申請は、農地法第３条許可の不許可要件の７項目のいずれにも
該当せず、特に本件申請者の農地所得後の経営面積は３，６６６㎡
となり吉富町農地下限面積の３０ａ以上の保有となり、農地は適正
に耕作されております。以上で説明を終わります。よろしくご審議
願います。
それでは、地元委員の宇佐委員さん、申請地の状況や聞き取り内
容などで何か補足説明がありましたらお願いします 。
ただ今の事務局の説明のとおりでございまして、本人より自分で
はもう農業が出来ないし、息子も遠方なので今回農地を処分したい
とのことでした。また、この審査判定基準についてもなんら問題は
ないと思います。
宇佐委員並びに事務局より説明がありました。
ただ今より質疑を受けたいと思います。発言のある方は挙手お願
いします
（質疑なし）
ございませんようでしたら、議案第１２号－１については承認す
ることにご異議はござませんか。
（異議なし）
それでは、議案第１２号－１に関しては承認することと決します。
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各委員
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では、議事参与の制限により、退室をお願いしておりました 赤尾
事務局長には入室、着席をお願いします。 （Ａ事務局長着席後）
続きまして、議案１２号―２について事務局より説明をお願いし
ます。
次に番号２の説明です。この案件は譲渡契約に基づき農地の所有
権移転を行う為の許可申請案件です。
申 請 農 地：吉富町大字広津９８２番１
田 １，０５７㎡
吉富町大字広津１１２７番
田 １，３８１㎡
合 計 ２，４３８㎡
譲 受 人：吉富町大字小犬丸○○○番地○
Ｙ．Ｙ
譲 渡 人：吉富町大字小犬丸○○○番地
Ｍ．Ｋ
（他議案内容朗読及びＰ１、Ｐ７からＰ１４説明）
本申請は、農地法第３条許可の不許可要件の７項目のいずれにも
該当せず、特に本件申請者の農地所得後の経営面積は２３，２９７
㎡となり吉富町農地下限面積の３０ａ以上の保有となり、農地は適
正に耕作されております。以上で説明を終わります。よろしくご審
議願います。
それでは、地元委員の宇佐委員さん、申請地の状況や聞き取り内
容などで何か補足説明がありましたらお願いします
ただ今の事務局の説明のとおりでございま す。先ほどの案件と全
く一緒となっています。
宇佐委員並びに事務局より説明がありました。
ただ今より質疑を受けたいと思います。発言のある方は挙手お願
いします
（質疑なし）
ございませんようでしたら、議案第１２号－２については承認す
ることにご異議はござませんか。
（異議なし）
それでは、議案第１２号－２に関しては承認することと決します。
これにより「議案第１２号 農地法第３条の規定による許可申請に
ついて」２件とも承認することとします。
では、次に報告事項が３件あります。まず「農地法第１８条第６
項の規定による通知について」であります。
事務局より説明をお願いいたします。
それでは１５ページをご覧ください。「農地法第１８条第６項の
規定による通知について」です。利用権の合意解約となります。
まず番号１です。この案件はＩ．ＫさんとＩ．Ｔさんの６年間の
利用権です。
次に番号２です。この案件はＩ．ＢさんとＩ．Ｔさんの６年間の
利用権です。
最後に番号３です。この案件はＮ．ＨさんとＩ．Ｔさんの６年間
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の利用権です。今回の案件はご主人が亡くなって農業が出来なく
なったことによる合意解約です。
事務局からの報告ありましたが、委員の皆さん何か質問等はござ
いませんか
（質疑なし）
次の報告事項です。「農地法第３条の３第１項の規定による届出
について」です。事務局より内容の説明をお願いいたします。
それでは１６ページをご覧ください。「農地法第３条の３第１項
の規定による届出について」の報告事項です。この案件は相続によっ
て土地を取得したという案件です。
この案件は、Ｓ．Ｋさんより相続によって農地の所有権を取得し
た息子さんの届出の報告です。
事務局からの報告ありましたが、委員の皆さん何か質問等はござ
いませんか。
（質疑なし）
最後の報告事項です。「平成２８年度の目標及びその達成に向け
た活動の点検・評価及び平成２９年度の目標及びその達成に向けた
活動計画の決定について」であります。
事務局より説明をお願いいたします。
この案件は、今まではこの点検・評価及び活動計画の位置づけに
ついてですが、「農業委員会は、毎年度３月末までに、当該の活動
に対する 点検・評価（案）及び次年度の活動計画を取りまとめ、
市町村のホームページ等で公表し、広く意見を求めた後、５月末ま
でに、寄せられた意見等を踏まえて活動計画を決定し、再度、市町
村のホームページで公表するとともに、６月末ま でに決定した活動
の点検・評価及び活動計画を議案として協議し、国に提出すること
となっていましたが、平成２８年の法改正により点検・評価及び活
動計画を６月末までに国に提出することとなっています。今回の案
につきましては県と協議した結果となっています。
事務局からの報告ありましたが、委員の皆さん何か質問等はござ
いませんか。
農家数等はどうなっているのか？
戸数は年々減っています。ただし、利用権等により米の作付につ
いてはほぼ横ばいとなっています。
農林業センサスの数値はいつのものか？
２０１５年の農林業センサスとなっています
他に何かありませんか。
（質疑なし）
本日の議事はすべ て終了しま したが、そ の他として情報交 換 と
なっていますがなにかありませんか？
（各地区内での情報交換）
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その他特に無いようでしたら、次回の委員会の日程ですが、事務
局よりお願いいたします。
予定どおり、６月９日（金）１０：００からこの場所での開催を
提案しますがどうでしょうか。
（異議なし）
それでは、これをもちまして平成２９年第５回総会を閉会いたし
ます。皆様、お疲れ様でした。
１０時３４分 閉会

