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南小国町農業委員会総会会議録

令和３年２月１０日開会
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令和２年度南小国町農業委員会２月総会
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○会長

おはようございます。
ただ今から２月の農業委員会総会を開催いたします。
日程第１の南小国町農業委員会憲章唱和でございますけれど、今月もコ
ロナ禍の影響ということで省略を致したいと思います。
本日は欠席が２番の日野委員でございます。
会議録署名委員の指名をいたします。
５番 穴井委員と、７番 下城委員にお願いをいたします。

議案第２６号

農地法第 18 条第 6 項の規定による通知について

それでは「議案第２６号
○事務局長

○会長

農地法第 18 条第６項の規定による通知につ

いて」事務局から説明をお願いたします。
はい。１ページをお願いいたします。
【議案第２６号 農地法第 18 条第６項の規定による通知について
詳細に説明】
次のページをお願いいたします。
受付番号１ 賃貸人（○○）○○○○○氏。賃借人(○○)○○○○○氏
代表相続人 ○○○○○氏。申請物件 大字○○○○○○○○○－○。台
帳・現況共に田。面積１，２３５㎡。合意成立日、合意解約日、土地引渡
期限共に令和２年１２月１０日となっております。
理由としまして双方の合意による解約となっております。
続きまして、受付番号２ 賃貸人（○○○）○○○○氏。賃借人（○○
○）○○○○氏。申請物件 大字○○○○○○○○○－○。台帳・現況共
に田。面積６２４㎡。合意成立日、合意解約日、土地引渡期限共に令和３
年１月２９日となっておりまして、双方の合意による解約となっておりま
す。
事務局からは以上です。
はい。ただ今の通知報告について、何かご意見ご質問等がありましたら
お願いいたします。
（ありません。の声あり）
それではただ今の通知報告について賛成の方の挙手をお願いいたしま
す。
（全員挙手）
はい。全員挙手でありますのでこのとおり報告することといたします。

議案第２７号

○事務局長

農地法各条関係審議について

続きまして、「議案第２７号 農地法各条関係審議について」事務局から
説明をお願いたします。
はい。３ページをお願いいたします。

【議案第２７号 農地法各条関係審議について詳細に説明】
次のページをお願いいたします。
今回は３条案件が２件、４条案件が１件となっております。
４ページが３条関係になります。
受付番号１ 譲渡人（○○○）○○○○氏。譲受人（○○○）○○○○
氏。申請物件 大字○○○○○○○○－○。地目 田。面積３，２３４㎡｡
同じく○○○○。田。１，６６０㎡。同じく○○○○－○。田。３８１㎡｡
同じく字○○○○○○。田。３，５６７㎡。同じく○○○○○○○。田。
１，５９６㎡。同じく○○○○－○。田。２，４８１㎡。同じく○○○○
－○。田。１，６５７㎡。同じく字○○○○○○○－○。畑。７８７㎡。

○会長

○４番委員

○会長

○事務局長

同じく○○○○－○。田。１，２１９㎡。同じく字○○○○○○－○。田｡
１，３６５㎡。同じく○○○○。畑。１，９６１㎡。合計田 9 筆。畑２筆
１９，９０８㎡となっておりまして、農業後継者への生前贈与ということ
で所有権移転となっております。
この案件につきましては､農地法第３条第２項各号には該当しないと思わ
れ許可要件の全てを満たしていると考えます。
以上です。
ただ今事務局から説明がございました。
続きまして担当委員の説明をお願いします。
（４番委員手をあげる）
４番委員お願いします。
はい。当該田及び畑につきまして､昨年の農地パトロールの時にもですね
結構草が伸びている休耕田等もありましたので、こういう形でしっかりと
後継者の方に引き継がれて、田畑の管理もきちんとなされるということで
あれば非常に望ましい事だろうと思いますので、私のところに申請します
ので印鑑をお願いします、ということで訪れて来られたときも快く印の方
も押させていただいております。
私からは以上です。
ただ今の説明についてご質問等がありましたらお願いいたします。
（ありません。の声あり）
ないということでございますので、賛成の方の挙手をお願いします。
（全員挙手）
ありがとうございました。全員賛成ですのでこの件につきましては許可
を致します。
続きまして受付番号２です。
受付番号２ 譲渡人（○○）○○○○氏。譲受人（○○）○○○○○氏｡
申請物件 大字○○○○○○○○○○－○。田。面積５２８㎡。同じく○
○○○－○。田。４６５㎡。同じく○○○○。田。５０５㎡。同じく○○

○会長

○事務局

○会長

○４番委員
○会長
○事務局

○会長

○事務局長

○○。田。２０８㎡。同じく○○○○－○。田。４９５㎡。同じく○○○
○－○。田。１９８㎡。同じく○○○○－○。田。８５９㎡。同じく○○
○○。田。３１４㎡。同じく字○○○○○○。畑。１，０８４㎡。合計田
８筆。畑１筆。面積４，６５６㎡。農業後継者への生前贈与による所有権
移転となっております。
この案件につきましては、農地法第３条第２項各号には該当しないと思
われ、許可要件の全てを満たしていると考えます。
以上です。
はい。ありがとうございました。
この件につきましては２番の日野委員が欠席ですので代理で事務局の方
から説明をお願いします。
はい。本日、２番日野委員が欠席されておりますので、事務局の方から
状況の説明をさせていただきたいと思います。
こちらは同居の息子さんに生前贈与ということでして、現地の位置図が
５ページに記載させていただいておりまして、現地写真がカラー刷りの２
ページ目にお示しさせていただいているところでございます。どちらもす
でに耕作されているところでございまして、何ら問題はないというところ
で日野委員からお話を伺っているところです。
事務局からは以上です。
はい。ありがとうございました。
ただ今の説明に質問等がございましたらお願いします。
（４番委員手をあげる）
はい。４番委員。
議題に載っている○○○○さんのこうは幸せになっておりますけれど
も、写真の方は親孝行の孝ですけど、字はどっちですか。
事務局どうぞ。
はい。すみません。議題の４ページの方の○○さんの幸の字が誤りでご
ざいます。親孝行の孝の字が正しい字となっております。申し訳ございま
せん。訂正お願いします｡
はい。ありがとうございました。
そのほか何かありませんでしょうか。
（ありません。の声あり）
ないということですので、採決に移りたいと思います。
賛成の方の挙手をお願いいたします。
（全員挙手）
全員賛成ですので、当委員会としてこの件については許可をいたします｡
続きまして、農地法４条関係になります。
７ページをお願いいたします｡

受付番号１ 申請者（○○○）○○○○氏。申請物件 大字○○○○○
○○。台帳・現況共に田。面積１，６２２㎡。同じく○○○－○。台帳・
現況共に田。面積２，７１９㎡。合計２筆で４，３４１㎡となっておりま
す。転用の理由としまして植林ということになっております。
農振地、中山間地、対象地域それにも入っておりません。次のページに位
置図と現地写真は別にお渡ししました第４条の現地写真というところでご
確認下さい。
農地区分につきましては中山間地域で小集団の生産性が低い農地である
ことから第２種農地と判断されます。また、その一般基準等も満たしてい
ると思われます。
○会長

○７番委員

○会長

事務局からは以上です。
はい。この件につきまして関係委員の説明をお願いします。
（７番委員手をあげる）
７番下城委員。
はい。現地はですね長年にわたって耕作をしていないというようなこと
でありまして、このままいくと雑木林になってしまうというような状況に
もあります。それを防ぐためにも植林をするというようなことでした。
私の方もそれのほうが良いんじゃないかということで思っております。
皆さん方のご審議をお願いいたします。
はい。ありがとうございました。
ただ今の説明について何かご質問等がありましたらお願いいたします。
（ありません。の声あり）
はい。それでは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した。全員賛成ですのでこの件につきまして
は許可相当とし、意見を附して県へ進達をすることといたします。

議案第２８号 令和３年南小国町農用地利用集積計画の
決定について

○事務局長

続きまして、「議案第２８号 令和３年南小国町農用地利用集積計画の決
定について」事務局より説明をお願いたします。
はい。９ページをお願いいたします。
【議案第２８号 令和３年南小国町農用地利用集積計画の
決定について詳細に説明】
次のページをお願いいたします。
今回、この利用権設定が多い件数となっています。通常読み上げており
ます３の利用権設定等を受ける者の農業経営の状況等につきましては、読

○会長

○事務局長

み上げを省略させていただきます。よろしくお願いします。
議案の１０ページから１７ページまでが、設定を受ける方が○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○さんになっておりまして、関係がございま
すので退室をお願いします。
（７番委員退席する）
ではお願いいたします。
受付コード ０３０１０ 登録区分 新規
利用権の設定を受ける者 （○）○○○○○○○○○ ○○○○○○○
○○○氏。住所 南小国町大字○○○○○｡
利用権の設定をする者 ○○○○氏。南小国町○○○○○。
利用権を設定する土地 大字○○○○○○○○。現況地目 田。面積
３，４４１㎡。設定する利用権としまして利用内容が水稲。令和３年１月
１日から令和８年１２月３１日までの５年間。利用権の種類は賃借権とな
っております。
続きまして同じく○○○○○○。現況地目 田。面積１，３０１㎡。
設定する利用権としましては先ほどと同じとなっております。
次のページをお願いいたします。
受付コード ０３０１１ 登録区分 再設定
利用権の設定を受ける者 （○）○○○○○○○○○ ○○○○○○○
○○○氏。住所 南小国町大字中原５１１｡
利用権の設定をする者 ○ ○○氏。南小国町大字○○○○○。
利用権を設定する土地 大字○○○○○○○－○。現況地目 田。面積
２，２１８㎡。設定する利用権としまして利用内容が水稲。令和３年１月
１日から令和８年１２月３１日までの５年間。利用権の種類としましては
賃借権となっております。同じく○○○－○。現況地目 田。面積１，１
１０㎡。設定する利用権については先ほどと同様となっております。
１２ページをお願いいたします。
受付コード ０３０１２ 登録区分 再設定
利用権の設定を受ける者 （○）○○○○○○○○○ ○○○○○○○
○○○氏。住所 南小国町大字○○○○○｡
利用権の設定をする者 ○○○○氏。南小国町大字○○○○○。
利用権を設定する土地。大字○○○○○○○。現況地目は田。面２，９１
１㎡。設定する利用権としましては、利用内容が水稲。期間が令和３年１
月１日から令和８年１２月３１日までの５年間。利用権の種類が賃借権と
なっております。同じく○○○○○○－○。現況地目 田。面積１，４０
１㎡。同じく○○○－○。現況地目 田。面積１，１４０㎡。同じく○○
○－○。現況地目 畑。面積７３５㎡。同じく○○○－○。現況地目 畑｡
面積３１２㎡。いずれも設定する利用権につきましては先ほどと同様とな

っております。
次の１３ページをお願いいたします。
受付コード ０３０１３ 登録区分 再設定
利用権の設定を受ける者 （○）○○○○○○○○○ ○○○○○○○
○○○氏。住所 南小国町大字○○○○○｡
利用権の設定をする者 ○○○○○氏。南小国町大字○○○○○。
利用権を設定する土地。大字○○○○○○○○。現況地目は田。面２，１
２５㎡。設定する利用権は、利用内容が水稲。期間が令和３年１月１日か
ら令和８年１２月３１日までの５年間。利用権の種類が賃借権となってお
ります。
次の１４ページをお願いいたします。
受付コード ０３０１４ 登録区分 新規
利用権の設定を受ける者 （○）○○○○○○○○○ ○○○○○○○
○○○氏。住所 南小国町大字○○○○○｡
利用権の設定をする者 ○ ○○氏。南小国町大字○○○○○。
利用権を設定する土地 大字○○○○○○○○。現況地目は田。面積２，
２１９㎡。設定する利用権としまして、利用内容が水稲。令和３年１月１
日から令和６年１２月３１日までの３年間。利用権の種類が賃借権となっ
ております。
次の１５ページをお願いいたします。
受付コード ０３０１５ 登録区分 新規
利用権の設定を受ける者（○）○○○○○○○○○ ○○○○○○○○
○○氏。住所 南小国町大字○○○○○｡
利用権の設定をする者 ○ ○氏。南小国町大字○○○○○。
利用権を設定する土地 大字○○○○○○○。現況地目 田。面積２，
０７０㎡。設定する利用権としまして利用内容が水稲。令和３年１月１日
から令和６年１２月３１日までの３年間。利用権の種類は賃借権となって
おります。
次の１６ページをお願いいたします。
受付コード ０３０１６
登録区分 新規
利用権の設定を受ける者（○）○○○○○○○○○ ○○○○○○○○
○○氏。住所 南小国町大字○○○○○｡
利用権の設定をする者 ○○ ○氏。南小国町大字○○○○○－○。
利用権の設定をする土地 大字○○○○○○○○－○。現況地目 田。
面積２，７７５㎡。設定する利用権としまして利用内容が水稲。令和３年
１月１日から令和８年１２月３１日までの５年間。利用権の種類は賃借権
となっております。
次の１７ページをお願いいたします。

○会長

受付コード ０３０１７ 登録区分 新規
利用権の設定を受ける者（○）○○○○○○○○○ ○○○○○○○○
○○氏。住所 南小国町大字○○○○○｡
利用権の設定をする者 ○○○○氏代表相続人 ○○○○○氏。南小国町
大字○○○○○－○。
利用権の設定をする土地 大字○○○○○○○○。現況地目 田。面積
１，７６５㎡。設定する利用権としまして利用内容が水稲。令和３年１月
１日から令和８年１２月３１日までの５年間。利用権の種類が賃借権とな
っております。
はい。7 番委員の関係がここまでですので先に審議をお願いいたします｡
ただ今の８件について皆さんから何かご質問等がございましたらお願い
いたします。
（ありません。の声あり）
ないということでございますので、採決に移ります。
受付コード０３０１０から０３０１７までの８件について賛成の方の挙
手をお願いいたします。
(全員挙手)
ありがとうございました。全員賛成ですので当委員会として町長へ報告
いたします。
７番委員入室して下さい。

○事務局長

（７番委員着席する）
続きまして１８ページをお願いいたします。
受付コード ０３０１８ 登録区分 新規
利用権の設定を受ける者 ○○ ○氏。南小国町大字○○○○○○○。
利用権の設定をする者 ○○○○氏。南小国町大字○○○○○○○。
利用権の設定をする土地 大字○○○○○○○○○－○。現況地目 田。
面積１，７０４㎡。設定する利用権としまして利用内容が水稲。期間は令
和３年２月１日から令和７年６月３０日までの５年間。利用権の種類が賃
借権となっております。同じく○○○○－○。現況地目 田。面積１，３
６９㎡。同じく年手○○○○－○。現況地目 田。面積２，６８３㎡。同
じく○○○○－○。現況地目 田。面積１，４０７㎡。同じく○○○○。
現況地目 田。面積３８８。同じく○○○○－○。現況地目 田。面積
１，０９３㎡。同じく○○○○－○。現況地目 田。面積２，６４２㎡。
設定する利用権としましては先ほど説明した内容と同じとなっております｡
続きまして１９ページです。
受付コード ０３０１９ 登録区分 新規
利用権の設定を受ける者 ○○ ○氏。南小国町大字○○○○○○○｡
利用権の設定をする者 ○○○○氏。南小国町大字○○○○○○－○。

利用権を設定する土地 大字○○○○○○○○○○。現況地目 田。面積
２，５７７㎡。設定する利用権としまして利用内容が水稲。令和３年２月
１日から令和１３年１月３１日までの１０年間。利用権の種類は賃借権と
なっております。
受付コード ０３０２０ 登録区分 新規
利用権の設定を受ける者 ○○ ○氏。南小国町大字○○○○○○○｡
利用権の設定をする者 ○○ ○氏。南小国町大字○○○○○○○。
利用権を設定する土地 大字○○○○○○○○○。現況地目 田。面積
９６１㎡。設定する利用権としましては利用内容が水稲。令和３年２月１
日から令和７年６月３０日までの５年間。利用権の種類は使用貸借権とな
っております。同じく○○○○。現況地目 田。面積２６４㎡。同じく○
○○○。現況地目 田。面積５０２㎡。同じく○○○○。現況地目 田。
面積３２７㎡。同じく○○○○。現況地目 田。面積７５０㎡。同じく○
○○○。現況地目 田。面積 ５６５㎡となっております。設定する利用
権としましては先ほど説明しました内容と同じとなっております。
続きまして２１ページです。
受付コード ０３０２１ 登録区分 新規
利用権の設定を受ける者 ○○ ○氏。南小国町大字○○○○○○○｡
利用権の設定をする者 ○○○○氏。南小国町大字○○○○○○。
利用権を設定する土地 大字○○○○○○○○○－○。現況地目 田。
面積１，８７３㎡。設定する利用権としましては利用内容が水稲。期間が
令和３年２月１日から令和１３年１月３１日までの１０年間。利用権の種
類は賃借権となっております。同じく字○○○○○○○－○。現況地目
田。面積１，１０５㎡。同じく○○○○。現況地目 田。面積９１６㎡。
設定する利用権は先ほどと同じとなっております。
続きまして２２ページです。
受付コード ０３０２２ 登録区分 新規
利用権の設定を受ける者 ○○ ○氏。南小国町大字○○○○○○○｡
利用権の設定をする者 ○○○○氏。○○○○○○○○○○○○○○番地
○。利用権を設定する土地 大字○○○○○○○○○－○。現況地目 田｡
面積４６６㎡。設定する利用権としましては利用内容が水稲。令和３年２
月１日から令和７年６月３０日までの５年間。利用権の種類は賃借権とな
っております。同じく○○○○。現況地目 田。面積４３３㎡。設定する
利用権は先ほどと同様となっております。
続きまして２３ページです。
受付コード ０３０２３ 登録区分 再設定
利用権の設定を受ける者 ○○ ○氏。南小国町大字○○○○○○○｡
利用権の設定をする者 ○○ ○氏代表相続人 ○○○○氏。南小国町大

字○○○○○○○番地。利用権を設定する土地 大字○○○○○○○○○
○－○。現況地目 田｡面積１，４２５㎡。設定する利用権としまして利用
内容が水稲。令和３年２月１日から令和７年６月３０日までの５年間。利
用権の種類は賃借権となっております。同じく字○○○○○○○－○。現
況地目 田。面積１，３６０㎡。設定する利用権としましては先ほどと同
様となっております。
続きまして２４ページをお願いいたします。
受付コード ０３０２４ 登録区分 新規
利用権の設定を受ける者 ○○○○氏。南小国町大字○○○○○○○。
利用権の設定をする者 ○ ○○○氏。南小国町大字○○○○○○○。
利用権の設定をする土地としまして大字○○○○○○○○○○－○。現況
地目 田。面積１，０１１㎡。設定する利用権としましては利用内容が水
稲。期間は令和３年２月１日から令和５年１月３１日までの２年間。利用
権の種類が賃借権となっております。同じく○○○○－○。現況地目 田｡
面積８４６㎡。同じく○○○○－○。現況地目 田。面積１９８㎡。同じ
く○○○○－○－○。現況地目 田。面積７２３㎡。同じく○○○○－○
－○。現況地目 田。面積４１９㎡。設定する利用権としましては先ほど
と同様となっております。
続きまして２５ページをお願いいたします。
受付コード ０３０２５ 登録区分 新規
利用権の設定を受ける者 ○○○○氏。南小国町大字○○○○○○○。
利用権の設定をする者 ○○○○氏。南小国町大字○○○○○○○－○
○。利用権の設定をする土地 大字○○○○○○○○○○○。現況地目
田。面積５３５㎡。設定する利用権としまして利用内容が水稲。期間は令
和３年２月１日から令和５年１月３１日までの２年間。利用権の種類とし
ましては賃借権。同じく○○○○。現況地目 田。面積１，２２９㎡。同
じく○○○○－○。田。面積９５８㎡。同じく○○○○－○。田。面積７
６㎡。同じく字○○○○○○○㎡。田。面積１，０８０㎡。同じく○○○
○。田。面積７７３㎡。設定する利用権としましては先ほどと同様となっ
ております。
続きまして２６ページをお願いいたします。
受付コード ０３０２６ 登録区分 新規
利用権の設定を受ける者 ○○ ○氏。南小国町大字○○○○○○○。
利用権の設定をする者 ○○○○○氏。南小国町大字○○○○○○○。
利用権の設定をする土地 大字○○○○○○○○○○－○。現況地目 田｡
面積１，２３５㎡。設定する利用権としまして利用内容が水稲。期間は令
和３年２月１日から令和２３年１月３１日までの２０年間。利用権の種類
は賃借権となっております。

続きまして２７ページをお願いいたします。
受付コード ０３０２７ 登録区分 再設定
利用権の設定を受ける者 ○○○○○氏。南小国町大字○○○○○。
利用権の設定をする者 ○○○○氏。南小国町大字○○○○○。
利用権の設定をする土地としまして大字○○○○○○○○○。現況地目
田。面積３，３９２㎡。設定する利用権としましては利用内容が水稲。期
間は令和３年２月１日から令和８年１月３１日までの５年間。利用権の種
類が賃借権となっております。同じく字○○○○○○。現況地目 田。面
積３，１９３㎡。同じく○○○。田。面積３，５０４㎡。同じく字○○○
○○○。田。面積２，５１２㎡。同じく字○○○○○○。田。面積２，４
５１㎡。設定する利用権としましては先ほどと同様となっております。
続きまして２８ページをお願いいたします。
受付コード ０３０２８ 登録区分 新規
利用権の設定を受ける者 ○○○○○氏。南小国町大字○○○○○。
利用権の設定をする者 ○○○○氏 代表相続人○○ ○氏。南小国町大
字○○○○○－○。
利用権の設定をする土地としまして大字○○○○○○○○○○。現況地
目 田。面積２，４００㎡。設定する利用権としましては利用内容が野菜｡
期間は令和３年２月１日から令和８年１月３１日までの５年間。利用権の
種類は使用貸借権となっております。
続きまして２９ページをお願いいたします。
受付コード ０３０２９ 登録区分 新規
利用権の設定を受ける者 ○○○○○氏。南小国町大字○○○○○。
利用権の設定をする者 ○○○ ○氏。○○○○○○○○○○○－○。
利用権の設定をする土地としまして大字○○○○○○○○○－○。現況
地目 田。面積１，３４３㎡。設定する利用権としましては利用内容が野
菜。期間が令和３年２月１日から令和８年１月３１日までの５年間。利用
権の種類が使用貸借権となっております。同じく○○○○－○。現況地目
田。面積２，４５６㎡。同じく○○○○－○。現況地目 田。面積１，２
４０㎡。同じく○○○○－○。現況地目 田。面積１，１０４㎡。

○会長

○４番委員

設定する利用権としましては先ほどと同様となっております。
事務局からは以上です。
はい。ありがとうございました。
それではただ今の農地利用集積計画について、ご質問等ございましたら
お願いいたします。何かございませんでしょうか。
(４番委員。手をあげる)
はい。４番藤堂委員お願いします。
はい。２６ページの０３０２６ですけれど、借り受けするかたが､年齢８

○会長
○事務局

○会長
○４番委員
○会長

１歳で存続期間が２０年ですが、１００歳までやるという話しですか。
事務局説明お願いします。
はい。これはですね事務局としても大変判断が難しいところではあるん
ですけれど、「出来ますか」という質問をこちらからすることはできません
ので、ご本人さんが生涯現役で耕作をされたいというご意向ということで､
２０年という存続期間で設定を行っております。これが例えば後継者の方
がいらっしゃって、また引き続き耕作をされる場合には契約期間というの
は残っていくことになりますので、そこで亡くなられたからといって契約
がすぐになくなるというわけではなくて、契約自体は残るということにな
ります。仮に第三者の方が農地を借りたいといった場合には、その契約を
ご遺族の方が合意解約をしていただいて、第三者の方ともう一度契約を結
び直すという仕組みになっていますので、制度上ですねスムーズにいくも
のと判断しまして､年数で切るというようなことはやっておりません。
以上です。
よろしいですか。
わかりました。
他に何かございませんか。
（ありません。の声あり）
それでは採決に移ります。
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した。
全員賛成ですので当委員会として決定したことを町長へ報告いたしま
す。

そ

の

他

以上をもちまして議案は終了しましたが、その他何かございませんでし
ょうか。
（ありません。の声あり）
ないということですので、２月の総会をこれで閉会いたします。
ありがとうございました。

会議の内容に相違なきことを認め、ここに署名する。
令和３年２月１０日
南小国町農業委員会会長
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