
 

 

 

 

 

令和２年 第２回農業委員会総会議決一覧 

 

議案番号 整理番号 件名 議決日 議決結果 

議案第１号 １ 農地法第５条による許可申請について R2.2.3 承認（進達） 

議案第２号 １ 農業経営基盤強化促進法による利用権設定について（賃借権） R2.2.3 承認 

 ２ 農業経営基盤強化促進法による利用権設定について（使用貸借権） R2.2.3 承認 

議案第３号 １ 非農地証明願いについて R2.2.3 証明 

 ２ 非農地証明願いについて R2.2.3 証明 

 ３ 非農地証明願いについて R2.2.3 証明 

 

 

 

 



令和２年 第２回農業委員会総会議事録 

 

１・会議名   有田町農業委員会 第２回総会 

２・日  時   令和２年２月３日（月）  午後１５時００分～１５時２８分 

３・場  所   有田町庁舎３階 第４・５会議室 

４・付議事項 

日程第１ 議事録署名委員の指名 

日程第２ 議案第１号 農地法第５条及による許可申請について             １件 

 議案第２号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定について        ２件 

議案第３号 非農地証明願いについて                    ３件 

 

      

         その他 

「人・農地プラン実質化」地区説明会及び農談会について 

５・出席者 

    農業委員 

 

 

 

 

 

 

 

最適化推進委員 

 

 

 

    農業委員会事務局 

             山口政幸  永尾由美子  坂井資幸 

議席番号 出欠 委員名 議席番号 出欠 委員名 

１ ○ 川尻 宗代 ６ ○ 山口 則久 

２ ○ 古川 法秋 ７ ○ 廣  和隆 

３ ○ 山口 輝雄 ８ ○ 堀  哲男 

４ ○ 田代 美由紀 ９(副会長) 〇 岩永 嘉之 

５（会長） ○ 藤  俊信 

百武 孝 福田 美登志 佐藤 春孝 ― 

福島 晴人 力武 善次 久保田 保幸 田代 修一 



○農業委員会総会議事録 

○事務局 

定刻になりましたので、只今から令和２年第２回有田町農業委員会総会を開会いたします。はじめに藤会長より、ご挨拶をお願いいたします。 

○会長挨拶 

皆さんこんにちは。先の祝賀会では沢山の皆さん出席いただいて、又、沢山のお祝いのお言葉まで頂きまして本当にありがとうございました。お陰様

で、非常ににぎわった祝賀会となりました。 

ちまたでは、新型コロナウイルスが猛威を振るっていて我々の地域に来なければいいと思っている次第であります。そしてまた、人・農地プランの実質

化という事で皆さん方も既に回っていらっしゃるかと存じますが、一つ御協力のほどよろしくお願いいたします。我々は担当地区だけでいいんですが、

役場の職員さんなり JA・関係機関は連日連夜のように出ていただいているという事で感謝を申し上げます。 

本日も慎重に審議よろしくお願いいたします。 

○事務局 

只今の出席委員は９名中８名です。 

定足数に達しておりますので、総会は成立いたします。 

それでは有田町農業委員会会議規則第３条により議長は会長が務めることとなっておりますので、以降の議事進行は藤会長にお願いいたします。 

○議 長（会長） 

日程第１議事録署名委員の指名を行います。有田町農業委員会会議規則第９条第１項に規定する議事録署名委員ですが、議長から指名させていただく

ことにご異議ありませんか。（異議なしの声） 

それでは本日の署名委員は、４番（田代美由紀）、６番（山口則久）委員にお願いします。 

日程第２ 議案第１号 農地法第５条規定による許可申請１番について議題とします。 

事務局より、説明をお願いします。 

○事務局 

～議案書を朗読～ 

  お父さんの土地に息子さんが住宅を建設されます。 



○議 長（会長） 

説明がおわりました。 

現地確認委員の確認説明をお願いします。 

○８番委員 

 申請地は、○○○地区の県道○○○線沿いから○○○橋を渡り 220 メートルほど行った左側の土地になります。写真でもわかります通り、現地は宅地

造成された感じの場所で、農地として管理をされて現状としては何ら問題ないかと思われます。宅地を目的として作られたような現状で、道側は擁壁で

綺麗に立ち上げられていて特に問題はないかと思われます。 

○議 長（会長） 

 有田町区の委員さんで補足説明がありましたらお願いします。 

○最適化推進委員 

 今、説明があった通りです。 

○議 長（会長） 

質問のある方は、挙手をもって質問してください。 

○６番委員 

 耕作はされていますか。 

○議 長（会長） 

柿の木が植えてあったね。 

○事務局 

 草刈り管理状態です。 

○議 長（会長） 

質問ありませんか。 



質問がないようでしたら、採決に移ります。  

議案第１号 農地法第５条の規定による申請１番について許可することに賛成の方の挙手を求めます。 

全員賛成により申請１番は、許可相当として県知事に意見書を送付いたします。 

続きまして、議案第２号農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の町長に対する要請１番から２番について、議題といたします。 

事務局より説明をお願いします。 

○事務局 

～議案書を朗読～ 

以上、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規定の要件を満たしていると考えます。 

○議 長（会長） 

説明がおわりました。   

現地確認委員の確認説明をお願いするところですが、事務局にて事前確認されていて問題ないということです。 

質問のある方は、挙手をもって質問してください。  

質問ありませんか。 

質問がないようでしたら、採決に移ります。  

議案第２号要請１番から２番について集積計画の作成を要請することに賛成の方は、挙手をお願いします。 

全員賛成により要請１番から２番は承認されました。 

承認を得ましたので、農用地利用集積計画を作成するよう要請する事といたします。 

続きまして、議案第３号非農地証明願い申請１番について議題といたします。 

事務局より説明をお願いします。 

○事務局 

～議案書を朗読～ 

 始末書が提出されています。 

○議 長（会長） 

説明がおわりました。   

 現地確認委員の確認説明をお願いします。 



〇４番委員 

申請地は、○○○セブンイレブンから○○○方面へ向かう途中で、○○○地区の墓地を通って行ったところにあります。航空写真でもわかりますよう 

に現地は植林され周囲の山と一体化しています。農地として使用できる場所ではなく問題ないかと思われます。 

○議 長（会長） 

地元委員の百武委員補足説明がありましたらお願いします。 

○最適化推進委員 

 ４筆の田と１筆の畑は、戦後食糧難の時に開き農地として管理されていたと思いますが、一部はため池より上部にあり水がありません。 

 私自身も言われるまでは山林と思っていたくらいです。周囲の状況等からして問題ないかと思われます。 

○議 長（会長） 

説明がおわりました。   

質問のある方は、挙手をもって質問してください。 

質問ありませんか。 

質問がないようでしたら、採決に移ります。 

議案第３号申請１番について、許可することに賛成の方の挙手をお願いします。 

全員賛成により申請１番について、許可されました。 

続きまして、議案第３号非農地証明願い申請２番について議題といたします。 

事務局より説明をお願いします。 

○事務局 

～議案書を朗読～ 

始末書が提出されています。 

○議 長（会長） 

説明がおわりました。   

 現地確認委員の確認説明をお願いします。 



〇４番委員 

 申請地は、○○○と○○○から○○○方面へと向かう途中にあり、現地は写真でもわかりますように宅地の一部となっています。農地に戻る事 

は無く、問題ないと思われます。 

○議 長（会長） 

地元委員の山口委員補足説明がありましたらお願いします。 

〇３番委員 

 特に相談は受けていなかったんですが、事務局から今後案件として取り扱う旨を聞いていましたので把握はしていました。何ら問題はないかと思われ 

ます。 

○議 長（会長） 

説明がおわりました。   

質問のある方は、挙手をもって質問してください。 

質問ありませんか。 

質問がないようでしたら、採決に移ります。 

議案第３号申請２番について、許可することに賛成の方の挙手をお願いします。 

全員賛成により申請２番について、許可されました。 

続きまして、議案第３号非農地証明願い申請３番について議題といたします。 

事務局より説明をお願いします。 

○事務局 

～議案書を朗読～ 

始末書が提出されています。 

○議 長（会長） 

説明がおわりました。   

 現地確認委員の確認説明をお願いします。 



〇８番委員 

 申請地は、県道○○○線の○○○地区の○○○南側にある土地となります。周囲は住宅に囲まれており問題ないかと思われます。 

○議 長（会長） 

地元委員の補足説明がありましたらお願いします。 

〇９番委員 

 私の記憶では、一体が宅地造成される際に土砂置場がなく申請地に入れられたと思います。周辺は住宅が立ち並んでおり問題はないかと思われます。 

○最適化推進委員 

 同じく現地確認を行いましたが、周囲の状況から問題ないかと思われます。 

○議 長（会長） 

説明がおわりました。   

質問のある方は、挙手をもって質問してください。 

〇６番委員 

 申請地の手前の地目は何ですか。 

○事務局 

 雑種地です。 

○議 長（会長） 

他に質問ありませんか。 

質問がないようでしたら、採決に移ります。 

議案第３号申請３番について、許可することに賛成の方の挙手をお願いします。 

全員賛成により申請３番について、許可されました。 

以上で、本日の議事事項については、すべて終了しましたが、その他、ございませんか。（無しの声あり） 

  



これにて、令和２年第２回有田町農業委員会総会を閉会いたします。お疲れ様でした。 

次回は、３月２日（月）の予定です。 

 

 

                          総会 １５時２８分終了 

 

 

 

 

 

 

上記は会議録として書記の記載するとおりであるので、ここに署名する。 

 

 

                  有田町農業委員会会長   署 名  藤 俊信 

 

                               署 名  ４番 田代 美由紀 

 

                               署 名  ６番 山口 則久 

 

                               書 記  永尾 由美子 

 

 

 

※署名につきましては、別紙原本にて行っています。 

※この議事録は、公開用に作成をしている為、個人情報に配慮し公開しています。 

 


