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４、会長あいさつ

議 長 只今より平成２３年度錦江町農業委員会第７回総会の議事を開会いたします。

本日の総会に１２番の貫見和洋委員から文書による欠席届が出されています。
本日の総会は、錦江町農業委員会会議規則第８条の規定により総会は成立しております。

それでは、錦江町農業委員会会議規則第２３条第２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。

錦 江 町 農 業 委 員 会 総 会 議 事 録

５、議 事

２、開催場所 錦江町田代支所 ３階庁議室

３、出席委員（１９人）

１、開催日時 平成２３年１０月２５日（火）午前９時３０分から

事務局職員 松元 辰朗 事務局長 折久木 まり子 書記

欠席委員 １２番 貫見 和洋 委員

欠席職員 中野 好太郎 書記

議案第２６号 農地法第５条許可申請について

第２ 附議事項

議案第２４号 買受適格証明願申請について

第１ 議事録署名委員の指名

議案第２５号 農地法第３条許可申請について

議案第２７号 農業経営基盤強化促進法第１３条第５項の規定による農用地利用
集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について



全 委 員 なし。

議 長 それでは異議ないということですので、７番の牧原昇委員と８番の鍋康博委員を指名致し
ます。

宜しくお願い致します。

それでは、会務報告について事務局から報告と説明をお願いします。

事務局 会務報告と説明

議 長 只今の会務報告について、何かご質問、ご意見ございませんか。

全委員 発言なし

議 長 無いようでございますので、以上で会務報告を終わります。
それでは附議事項に入ります。
議案第２４号 買受適格証明願申請について提案します。事務局の説明をお願いします。

事務局 議案第２４号受付番号２号について説明いたします。
本件は、先月もありました物件に関する買受適格証明願でありまして、鹿児島地方裁判所

鹿屋支部から担保不動産競売事件の入札が平成２３年１１月１７日から同年１１月２５日ま
で行われることで、その物件（農地）の入札に関する適格者であることを証明するものであ
ります。

申請者は、Ｙ・Ｎさん、農業で 歳、錦江町神川 番地の方です。
競売物件は、錦江町神川八久保９３６番３、地目は台帳現況とも畑、地積が３，７４２㎡

です。次に錦江町神川岩渕１０１４番、地目は台帳現況とも畑、地積は５，６３２㎡です。
競売の原因は、経営破綻。
入札期間は、平成２３年１１月１７日から平成２３年１１月２５日までとなっています。
売却決定日が、平成２４年１月１９日となっています。
所轄裁判所名は、鹿児島地方裁判所鹿屋支部です。
売買事件名は、平成２３年（ケ）第１２号です。

申請者のＹ・Ｎさんの農地取得要件に関する経営規模は、自作地７，０１７㎡を耕作され
て下限面積に関することは問題ございません。

労働力は、１人で農業には従事しており年間を通じて行っておられます。農業機械はトラ
クター、耕運機、管理機を所有されています。

取得後の利用については、茶を新植されるようです。
調査委員は、７番の牧原委員となっています。調査報告は、農地法第３条許可申請に準じ

た要件の報告をお願いしたいと思います。

議 長 牧原委員調査報告をお願いします。

７番
牧原委員

はい、報告致します。Ｙ・Ｎさんは 自治会にお住まいで、旦那さんはＪ・Ｎさんです
が、昨年お亡くなりまして現在は子供と生活をされているところでございます。今回この物
件の岩渕ですが、岩渕の隣がＹ・Ｎさんの持ちものがありまして、ここが欲しいというよう
なことで申し込みをしたいということでした。労働力は一人ですが、神川城自治会に兄弟が
おりまして、労働力に関しては問題ないということで、農業機械も持っていらっしゃいま
す。農地法第３条の要件に関する下限面積等も名義は夫の名義ですが、何ら問題は無いかと
思います。将来子供さんも農業をさせたいようなことを申しておられます。忙しい時は、兄
弟が手伝いをしたり応援を行うということで何ら問題は無いのではなかろうかと思います。
宜しくご審議をお願いします。

議 長 只今調査報告を頂きましたが質疑に入ります。質問あるいは異議等がありましたら出して
頂きたいと思います。

事務局 事務局から宜しいですか。

議 長 はい。

事務局 この７，０１７㎡の農地は、有効に活用されていらっしゃいますか。

牧原委員 はい。

事務局 どのような作物が栽培されていますか。



牧原委員 今は、インゲンとか、バレイショとか植えていらっしゃいます。今回間に合わなかったの
ですが、１箇所上の団地の処ですが４反ほど農地を利用権設定をしたいということで、先日
相手方の処に行って話を聞きましたが、Ｙ・Ｎさんだったら貸しますということで本人さん
が言われました。

事務局 農地は有効に利用されているということで解釈してよろしいでしょうか。

牧原委員 はい、宜しいです。

議 長 他にございませんか。

全委員 発言なし。

議 長 無いようですが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 それでは買受適格証明願受付番号２号に賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手

議 長 全委員賛成でございますので、買受適格証明願の受付番号第２号は原案のとおり決定しま
した。

なお、本件の所有権移転については、農地法第３条許可を必要としますが、今回の買受適
格証明願で農地法第３条許可申請と同様な審議のうえ買受適格者と決定しましたので、当該
農地の入札において、Ｙ・Ｎさんが落札した折、農地法第３条許可申請における許可の処理
は、錦江町農業委員会会長において処理して差し支えないかお諮りします。錦江町農業委員
会会長で処理することに賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員賛成

議 長 只今の買受適格証明願受付番号２号のＹ・Ｎさんの本件落札においては、農地法第３条許
可は錦江町農業委員会会長で処理させて頂くことに決定しました。

議案第２４号の買受適格証明願いを終わりまして、議案第２５号農地法第３条許可申請に
ついて提案いたします。説明をお願いします。

事務局 農地法第３条許可申請 受付番号１１号 譲渡人は、Ｋ・ＴさんＭ自治会の方です。
経営規模は、自作地９２６㎡、譲渡理由は農業廃止となっています。
申請地は、馬場宮下１８１２番１、地目は台帳現況とも田、地積は９２６㎡です。
譲受人は、Ｔ・Ｍさん 歳で 自治会にお住まいの方です。
経営規模は、世帯員２、労働力２、自作地８，３３３㎡を耕作されています。譲受理由は

規模拡大です。
農地の取得要件については、錦江町の別段に定める下限面積３０ａは問題ございません。
農業機械の装備については、トラクター、耕運機等の農業機械を所有されています。
農作業従事については、夫婦２名で年間従事できるような記載があります。
農業経験は５０年と記載されています。
農地の全部利用等の取得要件を中心に、担当農業委員から調査報告をお願いします。
調査委員は、４番の木原委員にお願いします。

議 長 木原委員調査報告をお願いします。

４番
木原委員

はい。受付番号１１号につきましては、昨年の７月にあっせん申し出があった農地であり
ますが相対で取引されたものであります。以前小作で耕作されていましたが、最近は別な方
が小作されていました。今年の水稲から譲受人のＭさんが耕作するようになっていまして、
今回農地法第３条申請に至ったものであります。

譲受人は現在 歳でありますが、夫婦とも農業に取組んでいらっしゃいまして、水稲、バ
レイショ、生産牛の親牛を５頭ほど、小牛も５頭おり生産牛の飼育もされておりますので、
農地法３条の許可要件は全て満たしていると私の方では備えていると判断いたしておりま
す。価格は７０万円で購入されたとのことでありまして安いと私も思いました。この農地は
年間を通じて東側にハウスがありまして、そこに高さの高い暴風網を一年中されていますの
で、半分近く陽があたらなかったり霜が強いような条件が悪くてあっせんが成立しなかった
土地であります。３条要件につきましては、先ほど言いましたとおり備えていると思います
ので宜しくお願いします。



議 長 調査報告を頂きましたが質疑に入ります。質問あるいは異議等がありましたら出して頂き
たいと思います。

全委員 なし。

議 長 無いようでございますが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 農地法第３条許可申請 受付番号１１号について賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手

議 長 全員賛成ですので農地法第３条許可申請 受付番号１１号は許可することに決定しまし
た。

次をお願いします。

事務局 農地法第３条許可申請 受付番号１２号 譲渡人は、Ｆ・ＭさんＫ自治会の方です。
経営規模は、自作地２５，５００㎡、譲渡理由は規模縮小となっています。
申請地は、城元水喰５４３４番２、地目は台帳現況とも田、地積は４，５０３㎡です。
譲受人は、Ｋ・Ｏさん 歳で 自治会にお住まいの方です。
経営規模は、世帯員１、労働力１、自作地６，２８７㎡を耕作されています。譲受理由は

規模拡大です。
農地の取得要件については、錦江町の別段に定める下限面積３０ａは問題ございません。
農業機械の装備については、トラクター、耕運機等の農業機械を所有されています。
農作業従事については、本人１名で年間従事できるような記載があります。
農業経験は２５年と記載されています。
農地の全部利用等の取得要件を中心に、担当農業委員から調査報告をお願いします。
調査委員は、１８番の安水委員にお願いします。

議 長 安水委員調査報告をお願いします。

１８番
安水委員

はい。１８番調査報告を行います。只今上がりました件につきましてですが、譲受人の
Ｋ・Ｏさんですが、世帯員１、労働力１ということでやっていらっしゃいます。譲渡人にも
電話をさせていただきましたところ、Ｋ・Ｏさんとは親戚付合い的な関係であるということ
であります。Ｆさんが高齢であるということから規模縮小ということですが、子供さんたち
もいらっしゃいますが町内にはいらっしゃらなくて、町外にいらっしゃいますが子供さん方
に聞いても田はいらないよというような話をされたということで、今回の譲受人のＫ・Ｏさ
んが私が買ってもいいというようなことで話が付いたということです。

Ｋ・Ｏさんですが、年間を通じて耕作されていますが自作地が少ないということで生活が
出来ないということで、今回田を購入されたものです。時間があったら近くの方の仕事の手
伝いも行ったりして生活をされております。

場所については城元水喰ですが、壱崎と半下石の間の槣山の山手側の田ということです。
現地を確認しましたが、Ｆさんが充分管理されて綺麗な田になっています。Ｋ・Ｏさんに伺
いましても田の管理の方は、充分やって行きますというような回答でした。農業機械につき
ましては、先ほどありましたがトラクター、バインダー、ハーベスタ、管理機、軽トラック
など充分な機械を装備されていますので間違いありません。現在所有される畑なども綺麗に
耕作されていますので何ら問題ないと思います。

金額につきましては、親戚関係ということで、かなり安いですが６０万円ということで譲
り受けたということを聞きました。Ｋ・Ｏさんは 歳ということでまだ若い方ですので何ら
問題ないかと思います。周りの環境に対しても問題はありませんので、宜しくお願いしま
す。以上です。

議 長 調査報告を頂きましたが質疑に入ります。質問あるいは異議等がありましたら出して頂き
たいと思います。

事務局 宜しいでしょうか。

議 長 はい。

事務局 事務局の方でも現地を見ましたが、綺麗に耕作されていました。今あるのは飼料作ではな
いかと思いますが。



安水委員 飼料といいますか、Ｆさんの方が水田の補償関係で作られて、飼料作物をされています。

事務局 綺麗に芽が出て成長していることが窺われました。

落司委員 １筆で４反ですか。

安水委員 いいえ違います。段々になっています。

議 長 他にございませんか。

全委員 発言なし。

議 長 無いようでございますが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 農地法第３条許可申請 受付番号１２号について賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手

議 長 全員賛成ですので農地法第３条許可申請 受付番号１２号は許可することに決定しまし
た。

以上で議案第２５号、農地法第３条許可申請を終わりまして、次に議案第２６号 農地法
第５条許可申請について提案いたします。説明をお願いします。

事務局 農地法第５条許可申請、受付番号２号について説明いたします。
申請人の貸人は、Ｒ・ＫさんでＳ自治会の方です。借り人は、Ｒ・ＫさんでＳ自治会の方

です。
申請地は、城元石田２８１番、地目は台帳田、現況は雑種地の駐車場用地で地積は８５０

㎡です。
転用目的は、ＫＯの駐車場となっております。この農地をその他の駐車場としてＫＯに貸

すということになっております。又、その他この駐車場用地としてＫ子さんからＫさんへ贈
与もされるようなことになっております。

この駐車場は、ＫＯが駐車場として以前から利用されていたもので始末書も添付されてい
ましたが、記載内容に不備がありましたので今回送付した議案書には付けていませんでした
が、先日届きましたので別に始末書を示しています。

位置図は、９ページ、１０ページのに記がしてあるところです。字図が１１ページにあり
ますが申請地と示した処です。

農地の区分については、農振地域外の農用地外となっています。
本件の場合は、第３種農地の市街地内の農地と見込まれます。
調査委員は、１５番の落司委員となっております。

議 長 落司委員調査報告をお願いします。

１５番
落司委員

報告致します。この件につきまして２４日に私と会長、事務局と調査致しました。この件
につきましては平成１０年に倉庫が足りないということで従業員の駐車場にしていた処を倉
庫にしたら、従業員の駐車場が無くなったということでＫさんに相談して借り上げて駐車場
にしたということでございます。この件が判明したのは、農地パトロールで駐車場になって
いるよというようなことで、調査しました結果、転用の申請がなされていないということが
判りまして今回このようなことになりました。事務局からの説明もあったなかで、東側と西
側に農地がありますが、そこらへの影響は無いようでございました。

借地料としまして、月３万円ほどの地料ということでした。話を聞き調査した結果、私と
しては問題は無いと思われます。皆様方の審議を宜しくお願いします。先に事務局からもあ
りましたとおり始末書も添付されていますので、私は何ら問題ないと思います。

議 長 只今の調査報告について質疑に入ります。何かご質問、ご意見ございませんか。

全委員 発言なし。

議 長 ないようでございますが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 農地法第５条許可申請 受付番号２号について賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 （全委員挙手）



議 長 全員賛成ですので農地法第５条許可申請 受付番号２号は意見書を付して県知事へ進達す
ることに決定しました。

議案第２６号農地法第５条許可申請を終わりまして、議案第２７号 農業経営基盤強化促
進法第１３条第４項の規定による農用地利用集積計画利用権の設定の錦江町長に対する要請
について提案いたします。説明をお願いします。

事務局 議案第２７号農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農用地利用集積計画利
用権の設定の錦江町長に対する要請について受付番号１２１号から１９５号までを提案しま
す。

受付番号１２１号と１２２号の貸し人は、（有） Ｈ製材所、Ｈ自治会にある会社です。
申請地は、田代川原ロサイ２１３１番６、地目は畑、地積は４，７５４㎡。

次に田代川原ロサイ２１３１番７、地目は畑、地積は３，１５０㎡となっています。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２６年７月３１日まで、小作料は全部で１２

８，６９４円となっています。
借り人は、Ｋ・Ｍさん 歳で、Ｂ自治会にお住まいです。
経営規模は、自作地は６６，３７８㎡、小作地８２，３２２㎡で茶を栽培されています。
世帯員７、労働力４、農作業従事日数は２５０日となっています。農業機械は管理機、摘

採機、防除機等を所有されています。
調査委員は、１番の近川委員となっています。権利取得要件に沿った報告をお願いしま

す。

次に受付番号１２３号の貸人はＭ・Ｏさん埼玉県に在住の方です。
申請地は、田代川原堀込３１３０番３、地目は畑、地積は１，８９９㎡です。
期間は平成２３年１２月１５日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は５千円となっ

ています。
借り人は、Ｋ・Ｔさん、Ｔ自治会の方です。年齢は 歳で肉用牛を中心に水稲の複合経営

をされています。
経営規模は、自作地が２３，２７８㎡、小作地が２４，０２５㎡ございます。世帯員４、労
働力は２、農作業の従事日数が３５０日、肉用牛を２０頭飼育され、農業機械はトラク
ター、ロールベーラー、ヘーベーラー、デスクモア等を所有されています。

調査員は１番の近川委員となっております。権利の取得要件について調査報告をお願いし
ます。

議 長 近川委員調査報告をお願いします。

１番
近川委員

はい。それではＫ・Ｍさんでございますが、この方はお茶専門の方でございまして一生懸
命取り組んでいる方でございます。意欲能力も抜群でございまして、又後継者もありまして
何ら問題は無いと思います。認定農業者でもございます。

Ｋ・Ｔさんは、年齢が少し高いですが青年らしくまだ元気な方です。この方の農地の利用
は充分果たしておられます。農作業は常時夫婦で従事しておられます。たまに息子さんが手
伝っており、農業に対する能力は抜群でございます。これも何ら問題ないかと思います。以
上です。

議 長 只今１２１号から１２３号までの調査報告がありましたが質疑に入りたいと思います。何
かご質問ご異議のある方はありませんか。

牧原委員 これは継続ですが、貸付終了年月日が７月３１日という形になっていますが、これで宜し
いのでしょうか。

近川委員 これは２人での話合いでしたので、これで宜しいのではないかと思います。後で小作料を
話し合いで少し追加されたような条件を付けて話がなされたようでございます。

鍋委員 補足で宜しいでしょうか。

議 長 はい。



鍋委員 今の質問で７月ということの是非だと思いますが、お茶の場合に次の人を探すということ
になったときに、既に３番茶とか７月あるいは８月時点で一年の終わりという形で次のス
タートが始まるという形になりますので、このような形になったのではなかろうかと思いま
す。

近川委員 そのような話でした。

牧原委員 はい。解りました。

近川委員 東郷委員も立ち会っていただきまして話をしたところでございました。

議 長 他にありませんか。

全委員 発言なし。

議 長 無いようですが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 それでは受付番号１２１号から１２３号まで賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手

議 長 全委員賛成でございますので、受付番号１２１号から１２３号までは原案のとおり決定し
ました。

次をお願いします。

事務局 次は受付番号１２４号から１３７号までを説明します。
受付番号１２４号から１３７号までの貸し人は、Ｓ・ＮさんＮ自治会にお住まいの方で

す。
申請地は、田代麓荒田原４５８６番２６、地目は畑、地積は１，０１８㎡。

次に田代麓荒田原４５８６番２７、地目は畑、地積は１，３４５㎡。
次に田代麓荒田原４５８６番２８、地目は畑、地積は９５８㎡。
次に田代麓荒田原４５８６番３０、地目は畑、地積は８７７㎡。
次に田代麓荒田原４５８６番１１７、地目は畑、地積は２８１㎡。
次に田代麓荒田原４５８６番１１８、地目は畑、地積は３００㎡。
次に田代麓荒田原４５８６番１１９、地目は畑、地積は５９８㎡。
次に田代麓大原４７１１番、地目は畑、地積は９９５㎡。
次に田代麓大原４７２４番、地目は畑、地積は９３３㎡。
次に田代麓大原４７２５番１、地目は畑、地積は２，７７６㎡。
次に田代麓大原４７３３番、地目は畑、地積は７５０㎡。
次に田代麓東４７６０番、地目は田、地積は４５７㎡。
次に田代麓東４７６１番、地目は田、地積は１，０１１㎡。
次に田代麓東４７６５番、地目は田、地積は１，０５４㎡となっています。

期間は、平成２３年１２月２３日から平成３３年１２月１４日まで、小作料は使用貸借と
いうことでありません。

借り人は、Ｊ・ＮさんでＮ自治会の 歳の方です。
経営規模は、自作地１３，７５３㎡で茶と肉用牛の複合経営をされています。世帯員４、労
働力４、農業従事日数は１５０日となっています。生産牛５頭を飼育しており、農業機械は
トラクター、軽トラック、耕運機等を所有されています。

調査員は、３番の東郷委員となっています。取得要件等について調査報告をお願いしま
す。

議 長 東郷委員調査報告をお願いします。

３番
東郷委員

はい。調査報告を致します。Ｊ・Ｎさんは、今地域の青年でも一生懸命頑張ってもらって
いるところです。お茶と肉用牛を一生懸命頑張っておられます。利用権の継続ということ
で、今までも何ら問題は無かったことからこれからも問題は無いと思います。親子関係でも
ありますので、問題は出てこないようです。調査に行って話を聞いたところ牛の方も一生懸
命頑張っていらっしゃいました。
大原地区でも何ら問題ある方ではありませんので、皆様のご審議を宜しくお願いします。

議 長 調査報告を頂きましたが質疑に入ります。質問あるいは異議等がありましたら出して頂き
たいと思います。

平原委員 この合計は、１３，３５３㎡と７５３㎡とは一緒ではないのですか。



事務局 ４００㎡別にありますが、この契約は農業者年金の経営移譲年金を貰っている関係での契
約でして、全て契約しなければならない訳ですが、１，０００㎡以下は自分で耕作できると
いうことがありまして、４００㎡は契約してないので、この利用権設定の中には含まれてお
りません。ですから耕作されているのは１３、７５３㎡が自作地になります。契約書と合わ
ない部分は、お父さんの自留地です。ですので問題は無いと思います。

平原委員 了解しました。

議 長 他には無いようですが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 それでは受付番号１２４号から１３７号までに賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手

議 長 全委員賛成でございますので、受付番号１２４号から１３７号までは原案のとおり決定し
ました。

次をお願いします。

事務局 次は受付番号１３８号から１４３号までを提案します。
受付番号１３８号から１４０号の貸し人は、Ｍ・ＨさんＹ自治会の方です。
申請地は、馬場柳ケ迫３１３８番１、地目は畑、地積は５７７㎡。

次に馬場柳ケ迫３１３８番１０、地目は畑、地積は４２１㎡。
次に馬場柳ケ迫３１３８番１１、地目は畑、地積は４６９㎡。

期間は、平成２３年１２月１５日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は１０ａ当た
り１万５千円です。

借り人は、Ｋ・ＭさんＳ自治会の 歳の方です。経営規模は、自作地１４，４４０㎡、小
作地１５，４５２㎡で甘藷を栽培されています。

世帯員２、労働力は２、農作業の従事日数は３００日、雇用を１００日計上されていま
す。農業機械はトラクター、管理機、トラックを所有されています。

次に受付番号１４１号の貸し人は、Ｔ・ＨさんＫ自治会の方です。
申請地は、馬場柳ケ迫３１４０番１、地目は畑、地積は２，０２０㎡です。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２９年１２月１４日まで、小作料は１０ａ当た

り１万５千円です。
借り人は、Ｍ・ＳさんＳ自治会の 歳の方です。経営規模は、自作地３８，７１６㎡、小

作地５１，９２１㎡で茶と甘藷の複合経営を営まれます。
世帯員４、労働力は３、農作業の従事日数は３００日、雇用が１００日計上してありま

す。農業機械はトラクター、管理機、トラック、芋掘り機の農業機械を所有していらっしゃ
います。

次に受付番号１４２号の貸し人は、Ｍ・ＫさんＹ自治会の方です。
申請地は、馬場柳ケ迫３１４０番２、地目は畑、地積は２，４５６㎡です。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２９年１２月１４日まで、小作料は１０ａ当た

り１万３千円です。
借り人は、前号のＭ・Ｓさんですので省略します。

次に受付番号１４３号の貸し人は、Ｍ・ＫさんＴ自治会の方です。
申請地は、馬場柳ケ迫３１３８番３、地目は畑、地積は１，６４４㎡となっています。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は１０ａ当た

り１万５千円となっております。
借り人は、１３８号から１４０号で出てきましたＫ・Ｍさんですので省略します。
調査員は、２番の鈴委員となっています。取得要件等について調査報告をお願いします。

議 長 鈴委員、調査報告をお願いします。

２番
鈴委員

はい。報告致します。まずＫ・Ｍさんですが、この方は本年まで茶とタバコを作っておら
れた方でございますが、今年タバコを止められましたので来年の代替作物については今色々
検討中の方でございます。農地の利用状況につきましては、非常に良く利用されておりまし
て、年間を通じて農業に従事されているところでございます。何ら問題は無いと思います。



次のＭ・Ｓさんでございます。この方は茶と甘藷の栽培をされている方でございます。非
常に農地の利用状況も良くて、常時農業にも従事している訳でございます。後継者も息子が
認定農業者になっておりまして頑張っております。何ら問題ないと思います。皆様方のご審
議を宜しくお願い致します。

議 長 受付１３８号から１４３号までの調査報告を頂きましたが質疑に入ります。質問あるいは
異議等がありましたら出して頂きたいと思います。

木原委員 異議があるわけではありませんが、私も荒地関係の仕事をしておりまして実際あったこと
ですが、例えば１０ａ当たり１万５千円とした場合に計算をすれば端数が出るわけです。円
単位まで計算をして小作料を支払うのか、という問題がありまして反当あたりいくらという
決め方を止めた方がいいのではないかと思います。たとえば２、０２０㎡であれば、２反で
いくらと決める。１０ａ当たりいくらといくらとすると少し問題があるのではないかと、そ
れでは１円まで計算して出すのかというものがありました。このようなものはどんなもので
しょうか。そこら辺りを考えて、例えば１４２とか端数がある場合には、２反４畝でどれだ
けだという計算で利用権設定の金額を入れたほうが良いのではないかと話が出たところで
す。その辺りは統一した方が良いような気がするのですが。

議 長 只今、木原委員から話がありましたがいかがでしょうか。

平原委員 その方が良いかもしれません。

牧原委員 私は、これを行うときには面積と反当たりを決めて、端数は全部切り捨ててこれだけにな
りますので、これでいかがですかという話をして了解をもらっています。

木原委員 その方が良いということです。１円単位まで出るものですから、５００円単位で切るのか
１００円単位で切るのか１０００円単位で切るのか、その辺りを決める必要があるのではな
いかと思っています。例えば２反であれば、１反が１万５千円であれば３万円というような
利用権設定の金額を決めた方が良いのではないかと思います。

鈴委員 金額を書いた方が良いといわれるわけですね。

実際、この件は継続でやってこられておりますが、例えば２反２畝であれば、反当１万５
千円で３万円ですよというような話の中で総額で払っていると思いますよ。ただ書き方が反
当たり１万５千円とすればおっしゃるような指摘もあると思います。皆さんの処はどうで
しょうか。

德永委員 新任でそのような経緯は解りませんでしたが、私のところでも２件ありまして、一人の方
は前回の契約は１０ａ当たり１万円として端数が出ていましたので、両方に話をして８千
円、四捨五入して切り上げて８千円ということで話をしました。今回は出てきませんが来月
出てくると思います。もう一人の方は県外の方でしたが、端数は面倒だというようなことで
切り上げて話をしましたので、私の場合はそのように行っております。

木原委員 そのようにした方が宜しいのではないかということです。

近川委員 反当たりいくらとしても計算が合わないではないかと疑問に思われますね。

木原委員 利用権設定をする場合は、両方で協議をして千円単位なら千円単位で決めた方が良いので
はないかと思います。

鈴委員 借りた分を全体でいくらと決めた方が良いわけですね。

木原委員 だから全体でです。

鈴委員 そちらに統一した方が良いのではないかということですね。

木原委員 その方が良いのではないかということです。

議 長 それでは只今質問がありましたが、次回の利用権設定をする際は全部でいくらということ
で、決めて帰って頂きたいと思います。宜しいですか。

德永委員 但し基本的な反当りいくらという目安が、１万円があったり１万５千円があったりします
ね。相場的な統一的なことはできないのかと思いますが、それを何千円、何千円となり次の
更新の時に相場はいくらですかというようなことが出てくるような気がします。



木原委員 それはそこの農地によって差はあると思いますので、それはそれでよいと思います。私の
場合は借り手の方から高いので少し安くしてくださいと話があれば貸し手の方に相談をし
て、利用権設定を替えるときにしか替えられないですので、そのような方法で世間の相場な
どありますので、その時の条件によって借り手がそのままで良いので借りてくださいとあれ
ば、そのままで宜しいのではと思います。変更の相談があればその都度更新の時に替えると
いうことです。

東郷委員 私はまだ出していないのですが、初めて行ったところがありますが反当いくらと決めて計
算をしましたが、とりあえず下に但し書きで、このようになりますが全部でこれこれの金額
ですと書いてもらいました。でないと反当たりで面積を計算したら全然違うものですからど
のようにしますかということになって、下に但し書きで全部でいくらということを書いても
らいました。反当いくらと計算をしたところ全然違ってきましたので、どのようにしますか
となりまして、下の方に但し書きで全部でいくらですよと書いてもらいました。それで良い
のかなあと思っています。

基委員 先月２８日でしたが、Ｈ製材の分で会社としての組織であることから、会社で所有してい
る物件であるので小さな数字も出てくるということでした。

木原委員 統一ではなく、どうしてもというようなことがあれば宜しいのではないでしょうか。端数
が出た場合にどこまで出すのかという問題があったから私が提案したところでした。

議 長 計算をして全部でという形でやれば問題ないのではないかと思いますが。

事務局 貸し人、借り人の合意があれば木原委員が言われましたそのようなやり方があるし、例え
ば県の地域振興公社がやっている農地保有合理化事業は何円までという端数が必ず出てきま
すので、先ほどありました会社組織とか準公的な機関がやる部分は１０ａ当たり何円とした
ら端数も出てくるのはやむを得ないと思います。一般に上がってくる分は、原則貸人、借り
人の合意のもとで１０ａ当たりの単価が出たところで切り上げたり、切り捨てたり利用者の
合意のもとで行われたらいかがでしょうか。

議 長 それでは次回からそのようにしてもらいたいと思います。宜しくお願い申し上げます。

議 長 他に無いようですが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 それでは受付番号１３８号から１４３号までに賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手

議 長 全委員賛成でございますので、受付番号１３８号から１４３号までは原案のとおり決定し
ました。

次をお願いします。

事務局 次は受付番号１４４号から１４７号について提案します。
受付番号１４４号の貸し人は、Ｓ・ＯさんＭ自治会の方です。
申請地は、神川黒瀬６４５６番３、地目は畑、地積は１，３３６㎡です。
期間は平成２３年１２月１５日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は１０ａ当たり

１万５千円となっています。
借り人は、Ｍ・Ｔさん 歳のＵ自治会の方です。経営規模は、自作地１１，００７㎡、小

作地２５，６３３㎡でこれまでタバコを中心にされていましたが、今回から甘藷と加工大根
の複合経営をされるものです。世帯員３、労働力は２、農作業従事日数が２５０日、雇用を
３８０日されています。農業機械は、トラクター、ハーベスタ、大根洗い機、ショベル、蔓
払い機、移植機を装備されています。

次は受付番号１４５号。貸人は、Ｍ・ＩさんＭ自治会にお住まいの方です。
申請地は、神川出水塚６５５０番１６、地目は畑、地積は２，８６１㎡です。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は１０ａ当た

り１万５千円です。
借り人は、前号のＭ・Ｔさんですので省略いたします。



次の受付番号１４６号と１４７号の貸人は、Ｔ・ＩさんＩ自治会にお住まいの方です。
申請地は、神川黒瀬６４５４番１、地目は畑、地積は３，１０３㎡。

次に神川黒瀬６４５６番１、地目は畑、地積は１，５８３㎡です。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は１０ａ当た

り１万円です。
借り人は、前号のＭ・Ｔさんですので省略します。
受付番号１４４号から１４７号までの調査員は、６番の黒瀬委員となっております。取得

要件を中心に調査報告をお願いします。

議 長 黒瀬委員調査報告をお願いします。

６番
黒瀬委員

それでは報告します。受付番号１４４番の貸人のＳ・Ｏさんですが、これは借り手がＭ・
Ｔさんですが継続でございます。Ｔさんについては、タバコの廃作奨励のことでタバコを止
められましたが、畑作中心ということで加工大根と甘藷ということで手広く経営もされてい
て、認定農業者でもございます。タバコのあと地につきましても今勉強をされてハウスの設
置や何やらされているところでございます。地域としても５５歳ということでまだ若手のや
り手でございますので、何ら問題ないと考えていますのでご審議方をお願いします。

受付１４５号の貸手のＭ・Ｉさん、それと１４６号と１４７号のＴ・Ｉさん、これもＴさ
んですが親族関係でございます。叔母ということでございます。これも継続ということで貸
し手の叔母たちは高齢ということで、畑を貸しているということですので前述べましたよう
にＴさんについては、何ら問題ないと考えます。ひとつ審議方を宜しくお願いします。

議 長 受付番号１４４号から１４７号の調査報告を頂きましたが質疑に入ります。質問あるいは
異議等がありましたら出して頂きたいと思います。

全委員 なし。

議 長 無いようですが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。
議 長 それでは受付番号１４４号から１４７号に賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手

議 長 全委員賛成でございますので、受付番号１４４号から１４７号は原案のとおり決定しまし
た。

次をお願いします。

事務局 次は受付番号１４８号から１５２号を提案します。
受付番号１４８号の貸し人は、Ｉ・ＳさんＨ自治会の方です。
申請地は、田代麓前田８７８番１、地目は田、地積は６０６㎡です。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は３千円で

す。
借り人はＨ・Ｙさん 歳のＹ自治会の方です。
経営規模は、自作地５，１０２㎡、小作地３０，４１６㎡で水稲と肉用牛の複合経営を営

んでいらっしゃいます。世帯員３、労働力２、農作業従事日数は２８０日となっています。
生産牛６頭、農業機械は、トラクター、コンバイン、軽トラ、モア、ロールベーラーを所有
されています。

次に受付番号１４９号の貸し人は、Ｗ・ＳさんＡ自治会の方です。
申請地は、田代麓波原田１４６０番１、地目は田、地積は１，０７０㎡です。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は使用貸借と

いうことでございません。
借り人は、Ｋ・Ｍさん 歳でＮ自治会の方です。経営規模は、自作地２１，７５１㎡、小

作地４２，３２６㎡で肉用牛の専業となっております。世帯員２、労働力１、農作業従事日
数は３００日となっています。肉用牛は５０頭。農業機械は、トラクターとダンプが記載さ
れています。

受付番号１５０号の貸し人は、Ｓ・ＫさんＨ自治会の方です。
申請地は、田代麓波原田１４６１番、地目は田、地積は１，７３０㎡です。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は使用貸借と

なっておりますのでございません。
借り人は、前号のＫ・Ｍさんですので省略します。



受付番号１５１号と１５２号の貸し人は、Ｏ・Ｎさん南大隅町の方です。
申請地は、田代麓小田２５２８番１、地目は田、地積は２，１５８㎡。

次に、田代麓宇都２５０５番１、地目は田、地積は７２９㎡です。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は米３０㎏２

俵の物納となっています。
借り人は、Ｍ・Ｏさん５１歳でＩ自治会の方です。経営規模は、自作地１８，９６６㎡、

小作地３，８９５㎡で水稲を中心にされています。世帯員１、労働力１、農作業従事日数は
２００日、雇用を５０日されています。農業機械は、トラクター、軽トラ、ハーベスタ、田
植機を所有されています。

調査員は９番の樋渡委員にお願いします。権利の取得要件について調査報告をお願いしま
す。

議 長 樋渡委員調査報告をお願いします。

９番
樋渡委員

はい。報告致します。１４９番の貸人のＳさんと、１５０番のＳ・Ｋさんこの方は高年齢
で何もできないというような状態です。

借り人のＫ・Ｍさんは耕作したくないといわれましたが、Ｗ・ＳさんとＳ・Ｋさんがぜひ
Ｋ・Ｍさんに作って頂きたいと懇願されまして、今回も５年作ってくださるように設定を組
みました。Ｋ・Ｍさんは、継続ですが３０年以上Ｋ・Ｍさんが作っている田でございます。
Ｍさんは牛を５０頭ぐらい飼っておられて管理はしっかりされております。これは何ら問題
は無いと思います。終わります。

１５１号と１５２号のＭ・Ｏさんですが、この方は３年ぐらい前まではカボチャと水稲を
１町分以上耕作していましたが、米だけでは生活できないということでここ最近、トラク
ター、田植機を買い替えたり、トラクターも大型に替えています。春カボチャ、インゲンな
ど作っています。数日前に話をしましたら他に作れるような作物はないかなど話をしまし
た。この方は親戚が多くて、親戚の人を使って規模を大きくしてやって行きたいという考え
て、親戚の人達も小使いが欲しいということでＯさんに頑張って作物を作ってくれとお願い
しているところだと言われました。年齢は 歳でまだ若いし、認定農業者になれるように頑
張ってくれと私もハッパをかけたところでありまして、今後はカボチャとかインゲンとか増
やしたいという話をしています。畑もちゃんと管理されていますので何ら問題ないと思いま
す。ご審議のほどよろしくお願いします。

議 長 大変失礼しました。番号を飛びまして、１４８号の鍋委員の報告をお願いします。

８番
鍋委員

Ｈ・Ｙさんは、毎回といっていいぐらい出てこられる方ですが、認定農業者でもあります
し、息子さんが鹿屋市で畜産の研修をされていまして次年度は帰ってきて規模拡大をして頑
張ろうというようなことで話を聞いているところです。農地の利用状況、それから意欲と能
力、青壮年の有無全て問題はないと思います。宜しくご審議をお願いします。

議 長 只今受付番号１４８号から１５２号までの調査報告を頂きましたが質疑に入ります。質問
あるいは異議等がありましたら出して頂きたいと思います。

事務局 宜しいですか。

議 長 はい。

事務局 受付番号１４９号、１５０号のＫ・Ｍさんが作りたくないというようなことですが、これ
は条件が悪い農地ですか。

樋渡委員 いいえ。周りが竹藪になっています。地目は田ですが、ほとんど飼料だけを作っており畑
状態になっていますので、そんなに条件が悪いわけではありません。Ｍさんは１００頭ぐら
い飼育されていましたが、今は５０頭ぐらいになっています。息子さんが後継者として帰っ
てくるか来ないかという問題もありまして、面積を減らしたいということもあります。奥さ
んの話でも畑の中にも竹が出てくるということで、飼料作物はしょっちゅう耕運をする訳で
はございませんので竹が入ってくるということでした。私が見た感じではそんなには見えま
せんが、管理はちゃんとしてあります。

事務局 遊休地化しないように今後ともご指導を宜しくお願いしたいと思います。

議 長 他にありませんか。

安水委員 １５１号、１５２号のことですが、小作料が全部で米３０㎏で２俵となっていますがこれ
で宜しいのですか。確認ですが。



樋渡委員 ここは場所的には悪く、猪は出るし、少し湿田であるなど、そのような場所でＯさんに無
理してお願いしてある状態で小作料をこのようになっております。前は３俵ぐらい納めてい
ましたが、今回は２俵になったということでＮさんの了解を得て、荒らさないようにという
ことで宜しいです。ぜひ作ってくださいとＯさんにお願いしたところです。

議 長 他にありませんか。

全委員 発言なし。

議 長 無いようですが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 それでは受付番号１４８号から１５２号まで賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手

議 長 全委員賛成でございますので、受付番号１４８号から１５２号は原案のとおり決定しまし
た。

ここで暫時休憩します。

議 長 休憩を閉じて会議を再開します。
説明をお願いします。

事務局 次の受付番号１５３号は、Ｋ委員の事案となっていますので、Ｋ委員は本件に参与できま
せんのでそのつもりでお願いします。

受付番号１５３号の貸し人はＭ・ＭさんＭ自治会の方です。
申請地は、神川榎ヶ久保６５６８番１、地目は畑、地積は４，４６３㎡です。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は１０ａ当た

り１万円となっております。
借り人は、Ｔ・Ｋさん 歳でＳ自治会の方です。経営規模は、自作地３９，３７５㎡、小

作地１４，６０９㎡でタバコと加工大根の複合経営を営んでいらっしゃいます。世帯員３、
労働力３、農作業従事日数は３００日、雇用が８人で３５０日となっています。農業機械
は、トラクターとトラックが記載されています。

調査員は、１３番の鮫島委員にお願いします。権利の取得要件について説明をお願いしま
す。

議 長 鮫島委員調査報告をお願いします。

１３番
鮫島委員

はい。調査報告を致します。借り人のＫさんは皆さんもご存じの方でございます。農協の
理事や民生委員など役職も多くて、今事務局の説明がありましたがタバコ、加工大根等を手
広く経営されている方であります。認定農業者でもあり又後継者もおられます。
この権利の取得要件については全て満たしており、何ら問題ないものと思います。宜しくお
願いします。

議 長 受付番号１５３号の調査報告を頂きましたが質疑に入ります。質問あるいは異議等があり
ましたら出して頂きたいと思います。

全委員 なし。

議 長 無いようですが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。
全委員 はい。

議 長 それでは受付番号１５３号に賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手

議 長 全委員賛成でございますので、受付番号１５３号は原案のとおり決定しました。
次をお願いします。



事務局 次は、１５４号から１５８号までを提案します。
受付番号１５４号の貸し人は、Ｓ・ＫさんＩ自治会の方です。
申請地は、田代川原大長野４２０１番４、地目は田、地積は２，１４６㎡です。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は使用貸借と

いうことでございません。
借り人は、Ｍ・Ｈさん 歳でＫ自治会の方です。
経営規模は、自作地７，９４０㎡、小作地２，１４６㎡で肉用牛を中心に営まれていま

す。世帯員は２、労働力２、農作業従事日数は１００日、雇用が２００日記載してありま
す。肉用牛１０頭。農業機械は、トラクター、軽トラを所有されています。

調査員は、１４番の猪鹿倉委員にお願いします。権利の取得要件を中心に調査報告をお願
いします。

受付番号１５５号の貸し人は、Ｓ・ＯさんＡ自治会の方です。
申請地は、城元森山１３４２番１、地目は田、地積は４１４㎡です。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２６年１２月１４日まで、小作料は米６０㎏の

物納となっています。
借り人は、Ｔ・Ｍさん 歳でＲ自治会にお住まいです。
経営規模は、自作地１９，００２㎡、小作地１０，７８０㎡で水稲と露地野菜の複合経営

をされています。世帯員は７、労働力３、農作業従事日数は３００日となっています。農業
機械は、トラック、軽トラ、トラクター、茎葉処理機、芋掘り取り機、動噴を所有されてい
ます。

受付番号１５６号の貸し人は、Ｙ・ＦさんＫ自治会の方です。
申請地は、馬場一ノ谷２８８２番、地目は畑、地積は３，４１９㎡です。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は１０ａ当た

り６万円となっています。
借り人は、Ｙ会社Ｊ製茶でＲ自治会にあります。
経営規模は、自作地３２，９６１㎡、小作地１２１，２０６㎡で茶の専業経営となってい

ます。農業従事者は１１名となっています。農業機械は、トラック、摘採機、防除機、中刈
り機、製茶工場一式を所有されています。

受付番号１５７号と１５８号の貸し人は、Ｍ・ＮさんＦ自治会の方です。
申請地は、城元杉ノ原１０５８番１、地目は田、地積は８８２㎡。

次に城元大田中１１３２番１、地目は田、地積は１，０３０㎡となっています。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は米４００㎏

の物納となっています。
借り人は、Ｍ・Ｍさん 歳でＲ自治会にお住まいです。
経営規模は、自作地６，４２５㎡、小作地１，９１２㎡施設野菜と露地野菜の複合経営を

されています。世帯員は４、労働力２、農作業従事日数は２８０日となっています。農業機
械は、トラクター、軽トラ、管理機、動噴を所有されています。

受付番号１５５号から１５８号の調査員は、１５番の落司委員となっています。権利の取
得要件を中心に調査報告をお願いします。

議 長 猪鹿倉委員、落司委員の順に調査報告をお願いします。

１４番
猪鹿倉委

員

はい。報告します。場所は大長野となっていますが、集落的には瀬戸口です。Ｍ・Ｈさん
の田の周りのこれを耕作しなければ自分の田まで行けないと荒れてしまうということで、借
りて耕作される訳です。この方が耕作しなければ他には借り手が無いという状態でありまし
て、小作料は無いということになっております。Ｍ・Ｈさんにお願いに行きましたところ、
自分も 歳になったので後２、３年作れるかどうか解らないと言われましたが、できるだけ
５年間の契約をお願いしましてこのような契約になりましたので皆様の方も宜しくお願いし
ます。終わります。

１５番
落司委員

１５番報告致します。１５５番のＴ・Ｍさんですが、認定農業者でございまして、今事務
局から説明がありましたとおり耕作に供すべき全ての農地を耕作していると認められます。
又、耕作に必要な農作業に常時従事されております。利用権等を受ける土地を効率的に利用
されています。農業で自立しようとする意欲と能力を持っていらっしゃいますので何ら問題
ないと思います。



１５６号のＪ製茶さんですが、これも認定農業者ということで茶の専業農家で一生懸命頑
張っていらっしゃいます。この方も耕作に供すべき農地の全てを耕作していらっしゃいま
す。耕作に必要な農作業に常時従事していらっしゃいます。利用権等を受ける土地を有効に
利用されております。農業で自立しようとする意欲を持っていらっしゃいますので何ら問題
ないかと思います。

１５７番と１５８番のＭ・Ｍさんですが、施設野菜とバレイショを耕作されていらっしゃ
いまして、この方も農地の全てを耕作していらっしゃいます。耕作に必要な農作業に常時従
事されております。利用権等を受ける土地を有効に利用されておりまして全ての要件を満た
していらっしゃいますので何ら問題ないかと思います。以上で終わります。

議 長 只今受付番号１５４号から１５８号までの調査報告を頂きましたが質疑に入ります。質問
あるいは異議等がありましたら出して頂きたいと思います。

全委員 なし。

議 長 無いようですが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 それでは受付番号１５４号から１５８号までに賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手

議 長 全委員賛成でございますので、受付番号１５４号から１５８号までは原案のとおり決定し
ました。

次をお願いします。

事務局 次は受付番号１５９号から１６５号までを提案します。
受付番号１５９号の貸し人は、Ｓ・Ｋさん鹿屋市在住の方です。
申請地は、馬場深山平５４０２番、地目は田、地積は９８１㎡。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２６年１２月１４日まで、小作料は米２俵の物

納となっています。
借り人は、Ｋ・Ｅさん 歳でＨ自治会にお住まいです。
経営規模は、自作地７２７㎡、小作地９８１㎡で水稲を栽培されています。世帯員は２、

労働力は未記入、農作業従事日数は２００日となっています。農業機械は、トラクター、田
植機、ハーベスタ、管理機を所有されています。

受付番号１６０号から１６２号の貸し人は、Ｔ・Ｈさん鹿屋市に在住の方です。
申請地は、馬場山ノ口５３８４番１、地目は田、地積は５３６㎡。

次に馬場岩迫５４２７番、地目は田、地積は６３４㎡。
次に馬場岩迫５４２９番、地目は田、地積は３８３㎡となっています。

期間は、平成２３年１２月１５日から平成２６年１２月１４日まで、小作料は米３俵の物
納となっています。

借り人は、Ｔ・Ｏさん 歳でＨ自治会にお住まいです。
経営規模は、自作地ございません。小作地１，５５３㎡で水稲を栽培されています。世帯

員は４、労働力は記載がありません。農作業従事日は、２００日の記載があります。農業機
械は、トラクター、バインダー、ハーベスタ、乾燥機を所有されています。

受付番号１６３号と１６４号の貸し人は、Ｍ・Ｓさん鹿屋市に在住の方です。
申請地は、馬場足光４７３９番１、地目は畑、地積は２，１７９㎡。

次に馬場竹之本４７４２番１、地目は畑、地積は１，０６９㎡となっています。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２６年１２月１４日まで、小作料は全部で１万

円となっています。
借り人は、Ｍ・Ｎさん 歳でＨ自治会にお住まいです。
経営規模は、自作地７，１８８㎡、小作地６，８１３㎡で水稲を栽培されています。世帯

員は２、労働力は記載がありません。農作業従事日は、３００日の記載があります。農業機
械は、トラクター、バインダー、動噴、管理機、モアを所有されています。



受付番号１６５号の貸し人は、Ｓ・ＮさんＤ自治会の方です。
申請地は、城元三角４７００番４、地目は畑、地積は５，９９９㎡です。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成３３年１２月１４日まで、小作料は２万５千円

となっています。
借り人は、Ｙ・Ｄさん 歳でＤ自治会にお住まいです。
経営規模は、自作地３２，００１㎡、小作地３７，２０４㎡で甘藷を栽培されています。

世帯員は、労働力は記載がありません。農作業従事日は、２９０日の記載があります。農業
機械は、トラクター、トラック、管理機、ショベルを所有されています。

調査員は、１６番の畠中委員となっています。権利の取得要件を中心に調査報告をお願い
します。

議 長 畠中委員調査報告をお願いします。

１６番
畠中委員

報告します。受付番号１５９ですが、これはＳ・Ｋさん、字が深山平です。借り人がＫ・
Ｅさんです。先ほどの事務局と少し違っていました。Ｋ・Ｅさんは年齢が 歳ですが、息子
さんが鹿屋市に折田植え時期や稲刈り時期は息子さん中心にやっておられます。

それから１６０から１６２ですが、Ｔ・Ｏさんも年齢が高いですが、息子さんが半下石に
家を新築して鹿屋市で働いていますが繁忙時期は息子さん中心でやっております。コンバイ
ン、乾燥機を持って一生懸命やっております。又、「ふる里館」や「にしきの里」で半下石
米として出しておられます。

１６３，１６４ですが、Ｍ・Ｎさんも 歳で高齢ですが、牛２頭を飼育しながら甘藷、タ
カナ、水稲、インゲン等を一年中夫婦でやっておられます。

半下石の場合は、６５歳以上の人は半下石の人口の６５％以上で高齢化が進んでいます
が、７０歳、８０歳の人が農業の担い手となっております。

１６５番のＹ・Ｄさんですが、認定農業者であって甘藷を７町、白菜を３町され、夫婦で
働いておられます。又、随時２名の人を使っておられます。年齢も５０歳代で何ら問題ない
と思います。以上です。

議 長 受付番号１５９号から１６５号までの調査報告を頂きましたが質疑に入ります。質問ある
いは異議等がありましたら出して頂きたいと思います。

安水委員 ひとつ確認ですが、１６５号のＹ・Ｄさんが借りられる小作料ですが、２万５千円とあり
ますがこれは全部でですか。

畠中委員 全部です。

議 長 他に無いようですが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 それでは受付番号１５９号から１６５号までに賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手

議 長 全委員賛成でございますので、受付番号１５９号から１６５号までは原案のとおり決定し
ました。

次をお願いします。

事務局 次は受付番号１６６号から１７４号までを提案します。
受付番号１６６号の貸し人は、Ｈ・Ｍさん施設に入所されています。
申請地は、馬場芝山４５９番１、地目は田、地積は１，９０９㎡です。
期間は、平成２３年１１月１日から平成２７年１２月１４日まで、小作料は５万円です。
借り人は、Ｎ・Ｉさん 歳でＦ自治会にお住まいです。
経営規模は、自作地５４０㎡、小作地ございません。世帯員は３、労働力は１、農作業従

事日は２００日の記載があります。農業機械は、管理機、草払い機、噴霧器を所有されてい
ます。

調査員は、１７番の寺田委員となっています。権利の取得要件を中心に調査報告をお願い
します。



次の受付番号１６７号の貸し人は、Ｆ・Ｓさん鹿屋市に在住の方です。
申請地は、神川河崎２６４３番１、地目は田、地積は８５４㎡です。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２９年１２月１４日まで、小作料は１万２千円

です。
借り人は、Ｔ・Ｓさん 歳でＫ自治会にお住まいです。
経営規模は、自作地２，２７２㎡、小作地２，３４９㎡で水稲と露地野菜を栽培されてい

ます。世帯員は６、労働力２、農作業従事日は２００日の記載があります。農業機械は、ト
ラクター、バインダー、軽トラを所有されています。

次の受付番号１６８号と１６９号の貸し人は、Ｈ・ＦさんＫ自治会の方です。
申請地は、神川原田３２０２番４、地目は田、地積は９４３㎡。

次に神川ヤ子添３２４６番４、地目は田、地積は７１６㎡です。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２６年１２月１４日まで、小作料は全部で３万

円です。
借り人は、Ｈ・Ａさん 歳でＫ自治会にお住まいです。
経営規模は、自作地２，５６８㎡、小作地９，０１０㎡で水稲と露地野菜を栽培されてい

ます。世帯員は２、労働力２、農作業従事日は３００日の記載があります。農業機械は、ト
ラクター、管理機、軽トラを所有されています。

次の受付番号１７０号の貸し人は、Ｙ・Ｋさん大阪府門真市に在住の方です。
申請地は、神川真手ケ山４６０９番１、地目は畑、地積は１，３６２㎡です。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２９年１２月１４日まで、小作料は１万円で

す。
借り人は、Ｔ・Ｔさん 歳でＫ自治会にお住まいです。
経営規模は、自作地１２，２１３㎡、小作地１８，８９５㎡で加工大根を中心に営農され

ています。世帯員は４、労働力４、雇用を３００日、農作業従事日数は３００日の記載があ
ります。農業機械はトラクター、管理機、大根洗い機、結束機を所有されています。

次の受付番号１７１号の貸し人は、Ｍ・ＫさんＫ自治会の方です。
申請地は、神川北鶴２６６４番、地目は田、地積は５４４㎡です。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２６年１２月１４日まで、小作料は７千５百円

です。
借り人は、Ｓ・Ｉさん 歳でＫ自治会にお住まいです。
経営規模は、自作地６，０３２㎡、小作地９，４７０㎡で水稲と露地野菜を栽培されてい

ます。世帯員は３、労働力２、農作業従事日数は３００日の記載があります。農業機械はト
ラクター、管理機、軽トラックを所有されています。

次の受付番号１７２号の貸し人は、Ｉ・ＩさんＫ自治会の方です。
申請地は、神川松尾５８８９番、地目は畑、地積は４，７８０㎡です。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は２万円で

す。
借り人は、Ｈ・Ｋさん 歳でＫ自治会にお住まいです。
経営規模は、自作地１０，３７３㎡、小作地１６，３５０㎡で肉用牛の専業農家です。世

帯員は５、労働力３、農作業従事日数は３００日の記載があります。肉用牛は２００頭飼育
され、農業機械はトラクター、トラック、ショベル、デスクモアー、ロールベーラーなどを
所有されています。

次の受付番号１７３号の貸し人は、Ｊ・Ｋさん東京都に在住の方です。
申請地は、神川井手河３０２６番、地目は田、地積は１，４００㎡です。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は１万円で

す。
借り人は、前号のＨ・Ｋさんですので省略します。



次の受付番号１７４号の貸し人は、Ｍ・Ｔさん埼玉県に在住の方です。
申請地は、神川北鶴２６７７番、地目は田、地積は７５６㎡です。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２８年１２月１４日まで、小作料はモミ３俵の

物納です。
借り人は、Ｍ・Ｍさん 歳でＫ自治会にお住まいです。
経営規模は、自作地１２，５７６㎡、小作地１，８８９㎡で水稲と露地野菜を栽培されて

います。世帯員は３、労働力２、農作業従事日数は３００日の記載があります。農業機械は
トラクター、田植機、ハーベスタ、軽トラなどを所有されています。

受付番号１６７号から１７４号までの調査員は、１９番の德永委員にお願いします。権利
取得についての要件を中心に調査報告をお願いします。

議 長 寺田委員、德永委員の順に調査報告をお願いします。

１７番
寺田委員

１７番寺田、報告を申上げます。１，９０９㎡は、新規になっていますが以前数年前から
耕作されていまして、Ｉさん本人が農業委員会の方に出向いてこられまして利用権設定をし
たいということでした。機械はトラクターなど所有されていませんが、作業委託ということ
で米とバレイショを栽培されております。年齢も７４歳と高齢ですが、鹿児島市に息子さん
がおられまして休みの度に帰ってこられて植え付け、収穫等は息子さんを中心に行われてい
るようであります。息子さんも先には後継者として頑張りたいとものすごく意欲を持ってい
る方でございます。この前現地も見ましたが、自作地の５４０㎡、今ありました１，９０９
㎡は適切に管理されておりまして有効に利用されており何ら問題ないと思います。宜しくお
願いします。

１９番
德永委員

１９番の德永です。報告致します。受付番号の１６７番ですがこれは継続です。借り人の
Ｔ・Ｓさんはご夫婦で作業をされております。水稲とインゲンですが、この河崎のここで水
稲を作っておられて、残りは全てインゲン、甘藷を作っておられます。家族は息子さん夫
婦、お孫さん一緒に住んでおられまして農繁期には家族総出で作業をされております。作業
日数が２００日となっておりますが、実質は一年中働いておられまして、借りているとこ
ろ、自作地も管理は充分されております。

次の１６８番と１６９番ですが、Ｈ・ＦさんとＨ・Ａさんは叔父と甥の関係です。これも
継続ですが、Ｆさんは 歳でして甥のＡさんに従前から田を貸しているというようなことで
す。

Ａさんは夫婦で作業をされております。水稲それから露地野菜、豆類を一生懸命されてい
ます。Ａさん夫婦は若いこともありましてＫ自治会でも若手のホープとして働いておられま
すので、借りている処の管理をかしっかりされております。

Ｆさんは高齢ということで、貸借期間を３年ということ今回は少し短くしてあります。

１７０番、借り手のＴ・Ｔさん。この方は認定農業者でありますが、５年ほど前に帰って
こられてお父さんの後を継いで加工大根と甘藷を中心に作業をされております。貸し手のＫ
さんとは親族関係でして、お父さんの時代から作っていた場所です。中身的には継続です。
初めてＴさんの名前で借りましたが、借受の形は継続という形でさせて頂きました。Ｔさん
も自作地、小作地かなりの数をされていますが朝早くから夜遅くまでご夫婦、お父さん、お
母さん４人で作業されています。甘藷の収穫時期になりますと人を雇ってされているという
内容で意欲のある方であります。

１７１番にいきますが、借り手のＳ・Ｉさん。この方は水稲と露地野菜を中心にされてお
ります。貸人のＭ・Ｋさんは姶良市の方へ行かれて有機栽培の農業をしたいと有機農業の農
家に１年間住み込みで行っておられる方です。この方も３年間の貸借をしましたが、帰って
きたら田もやりましょうという方ですので３年間ということで、今回は短い期間の契約とし
ています。

Ｉさんは畑もありますが、ご夫婦２人で管理もしっかりしながらやっておられます。問題
ないと思います。



１７２番、これと１７３番。借り人のＨ・Ｋさんは認定農業者です。ご存じのとおり肉用
牛、生産牛２００頭をされておりまして、研修生も常時雇われているという方です。認定農
業者会の役員もされております。１７２番のＩ・Ｉさんのものですが、継続で飼料作物を
作っておるところです。１７３番のＫさんの田については、Ｈ・Ｋさんの自宅の隣の田でし
て、飼料米と飼料作物の２毛作で作っておられます。Ｈ・Ｋさんは皆さんご存知だと思いま
すが、ご夫婦とお父さん、研修生を含めて生産牛に励んでおられます。農地の管理について
は、３人でしっかりと管理されております。

１７４番、借り手のＭ・Ｍさんですが、この方は水稲とニンジンを栽培されております。
ＪＡのニンジン部会の会員でもあります。ご夫婦でされておりまして、補助的にお母さんが
加勢をされております。この田はＭさんの近くの田でして、Ｍ・Ｔさんのお父さんの代から
借りていましたが、お父さんが亡くなられまして名義が埼玉県在住の息子さんＭ・Ｔさんに
替わりまして、お父さんの代から皆倉に籾３俵を渡していたということでして、Ｍさんと話
をしまして今までと同じ条件で宜しいと、籾は皆倉の実家に渡して頂けたら結構ですという
ことでしたので、籾３俵という形でしております。実家の方にはお姉さんと子供たちが住ん
でおられるということです。Ｍさんもご夫婦でニンジンなどやっておられますが、前勤めて
いた会社を退職後は農業一本で、管理もしっかりされております。

以上申し上げた方はすべて継続でして、借地、自作地の管理はしっかりされ、農業従事者
もおられますので問題は無いと思います。以上です。

議 長 受付番号１６６号から１７４号までの調査報告を頂きましたが質疑に入ります。質問ある
いは異議等がありましたら出して頂きたいと思います。

落司委員 小作料は、１０ａ当たりでしょうか。

德永委員 ２万円とか７千円とかは、全部でです。これで行きますと１７２番はこれは畑１枚です。
それぞれ１枚の面積です。Ｈ・Ｆさんに関しても２つのそれぞれですが、合わせて３万円と
しております。

議 長 無いようですが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 それでは受付番号１６６号から１７４号までに賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手

議 長 全委員賛成でございますので、受付番号１６６号から１７４号までは原案のとおり決定し
ました。

次をお願いします。

事務局 次の受付番号１７５号と１７６号の貸し人は、鹿児島県地域振興公社です。これは農地保
有合理化事業の貸し借りになります。

申請地は、神川木道平７５０３番１、地目は畑、地積は１，８３３㎡。
次に神川木道平７５０４番３、地目は畑、地積は２，１４１㎡です。

期間は、平成２３年１１月１日から平成２４年５月３１日まで、小作料は使用貸借という
ことでございません。

借り人は、Ｋ・Ｎさん 歳でＫ自治会の方です。
経営規模は、自作地はございません。小作地４５，９６１㎡で肉用牛を飼育されていま

す。
調査委員は、１１番の宿利原委員にお願いします。取得要件を中心に調査報告をお願いし

ます。

１１番
宿利原委

員

１１番報告致します。このＫ・Ｎさんは、Ｎ・Ｎさんの息子さんで宿利原で牛を５０頭規
模で経営しています。この土地は前あっせんに出た分で農地保有合理化事業でＭ・Ｋさんが
借りていましたが、５月まで借りるということで上がっております。

全部の畑を耕作しておりまして、タバコと干し大根を経営しております。何ら問題ないと
思います。

議 長 只今調査報告を致しましたが、質疑に入ります。質問あるいは異議等がありましたら出し
て頂きたいと思います。

全委員 なし。

議 長 無いようですが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。



議 長 それでは受付番号１７５号と１７６号までに賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手

議 長 全委員賛成でございますので、受付番号１７５号と１７６号までは原案のとおり決定しま
した。

次をお願いします。

事務局 次の受付番号１７７号は、Ｎ委員の案件となっていますので、Ｎ委員は本件に参与できま
せんのでそのつもりでお願いします。

受付番号１７７号の貸し人は、Ｙ・ＮさんＳ自治会の方です。
申請地は、田代麓長尾３３１０番１、地目は畑、地積は２，１４５㎡です。
期間は、平成２３年１１月１日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は１０ａ当たり

３千円です。
借り人は、Ｋ・Ｓさん 歳でＳ自治会の方です。
経営規模は、自作地６，０８１㎡、小作地はありません。現在ブロイラーを経営されてい

ます。世帯員３、労働力は１、農作業従事日数は２５０日、農業機械はトラクター、トラッ
ク、動噴、刈り払い機を所有されています。

調査委員は、１番の近川委員にお願いします。取得要件を中心に調査報告をお願いしま
す。

議 長 近川委員調査報告をお願いします。

１番
近川委員

１番。Ｎ委員が退席されましたが、茶が現在ありまして、在来種といいますかそのような
品種でありまして、採算に合わないということで、農地利用集積円滑化事業のあっせんで、
今回Ｋ・Ｓさんが同じ自治会の中でございましてブロイラーをしながら、共同でカボチャ、
インゲン、野菜等を耕作しようという計画でございます。その在来種を抜根して利用する計
画でございます。

要件としましては、全ての事項について事務局からありましたとおり、意欲と能力は充分
にあります。農業機械もトラクター、トラックなど揃えておりますので出来るのではないか
と思います。終わります。

議 長 受付番号１７７号の調査報告を頂きましたが質疑に入ります。質問あるいは異議等があり
ましたら出して頂きたいと思います。

猪鹿倉委員 場所的には、田代高校の茶畑の処ですか。

近川委員 いいえ、場所は長尾と書いてあります。Ｓさん宅の隣ということです。

事務局 田代の入り口にある処ではないですか。入り口の右側。

猪鹿倉委員 はい。宜しいです。

議 長 他には無いようですが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。
議 長 それでは受付番号１７７号に賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手

議 長 全委員賛成でございますので、受付番号１７７号は原案のとおり決定しました。
次をお願いします。

事務局 次は受付番号１７８号から１８５号までを提案します。
次の受付番号１７８号の貸し人は、Ｎ・ＨさんＨ自治会の方です。
申請地は、田代麓高附１５２３番１、地目は田、地積は７５６㎡です。
期間は、平成２３年１１月１日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は２千円です。
借り人は、Ｋ・Ｓさん 歳でＫ自治会にお住まいです。
経営規模は、自作地１４，８８０㎡、小作地４８，４９７㎡で甘藷を栽培されています。

世帯員は４、労働力２、農作業従事日数は３００日の記載があります。農業機械はトラク
ター、甘藷ハーベスタ、巻き取り機、蔓切り機、ダンプ、軽トラなどを所有されています。



次の受付番号１７９号から１８１号の貸し人は、Ｍ・Ｎさん南大隅町に在住の方です。
申請地は、田代麓高附１５２３番３、地目は田、地積は８４０㎡。

次に田代麓高附１５４０番１、地目は田、地積は４００㎡。
次に田代麓高附１５４０番３、地目は田、地積は５０㎡です。

期間は、平成２３年１１月１日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は全部で４千円
です。

借り人は、前号のＫ・Ｓさんですので省略します。

次の受付番号１８２号と１８３号の貸し人は、Ｔ・Ｓさん東京都に在住の方です。
申請地は、田代麓高附１５３３番１、地目は田、地積は１，３４４㎡。

次に田代麓高附１５４２番１、地目は田、地積は６６８㎡です。
期間は、平成２３年１１月１日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は全部で６千円

です。
借り人は、前号のＫ・Ｓさんですので省略します。

次の受付番号１８４号と１８５号の貸し人は、Ｍ・ＯさんＩ自治会の方です。
申請地は、田代麓高附１５４１番、地目は田、地積は３６８㎡。

次に田代麓高附１５４２番３、地目は田、地積は２８５㎡です。
期間は、平成２３年１１月１日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は全部で２千円

です。
借り人は、前号のＫ・Ｓさんですので省略します。
調査員は、１８番の安水委員となっています。権利の取得要件を中心に調査報告をお願い

します。

議 長 安水委員調査報告をお願いします。

１８番
安水委員

只今の案件につきましては、田代地区の保全組合の遊休農地改善事業に伴う案件でありま
す。

これにつきましてはＫ・Ｓさん、池田地区の方ですがここにも書いてありますとおり甘藷
主体の大規模農家であります。池田地区にも甘藷を栽培されておりますが、田代地区にもた
くさん土地を借りられまして栽培されております。まだ規模拡大したいということで今回の
事業に参加されたということです。以上です。

場所につきましては、田代の岩崎地区の奥にありまして、改修した後で甘藷を植えられる
ということです。

現在耕作されている畑等につきましても、充分管理されていますので何ら問題はありませ
ん。機械等につきましても大型機械を所有されていますので、何ら問題ありませんので宜し
くお願いします。

議 長 受付番号１７８号から１８５号までの調査報告を頂きましたが質疑に入ります。質問ある
いは異議等がありましたら出して頂きたいと思います。

全委員 なし。

議 長 無いようですが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 それでは受付番号１７８号から１８５号に賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手

議 長 全委員賛成でございますので、受付番号１７８号から１８５号は原案のとおり決定しまし
た。

次をお願いします。



事務局 次は１８６号から１９３号までを提案します。
次の受付番号１８６号と１８７号の貸し人は、Ｔ・ＮさＦ自治会の方です。
申請地は、田代麓御手洗１３６番１、地目は田、地積は５５２㎡

次に田代麓御手洗１３７番、地目は田、地積は６１０㎡です。
期間は、平成２３年１１月１日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は全部で４千円

です。
借り人は、Ｋ・Ｋさん 歳でＵ自治会にお住まいです。
経営規模は、自作地１０，４９０㎡、小作地はありません。しょうがを栽培され予定で

す。世帯員は５、労働力１、農作業従事日数は１８０日の記載があります。農業機械は管理
機、動噴、草払い機、軽トラなどを所有されています。

次の受付番号１８８号と１８９号の貸し人は、Ｍ・ＨさんＮ自治会の方です。
申請地は、田代麓井手口２１１番１、地目は田、地積は９５６㎡

次に田代麓井手口２１２番１、地目は田、地積は４３３㎡です。
期間は、平成２３年１１月１日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は全部で４千円

です。
借り人は、前号のＫ・Ｋさんですので省略します。

次の受付番号１９０号の貸し人は、Ｓ・Ｏさん垂水市に在住の方です。
申請地は、田代麓牟田ケ迫４０２１番２、地目は田、地積は７１０㎡です。
期間は、平成２３年１１月１日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は４千円です。
借り人は、前号のＫ・Ｋさんですので省略します。

次の受付番号１９１号から１９３号の貸し人は、Ｍ・Ｎさん南大隅町に在住の方です。
申請地は、田代麓堀田１９８９番２、地目は田、地積は５４１㎡。

次は田代麓堀田１９９１番１、地目は田、地積は６３７㎡。
次は田代麓表木ノ下２０４４番１、地目は田、地積は５３３㎡です。

期間は、平成２３年１１月１日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は全部で５千円
です。

借り人は、前号のＫ・Ｋさんですので省略します。
調査委員は、３番の東郷委員となっています。権利の取得要件を中心に調査報告をお願い

します。

議 長 東郷委員調査報告をお願いします。

３番
東郷委員

はい、３番調査報告します。この貸し手の土地は、耕作放棄地解消推進事業で荒れている
土地でしたので、解消事業で行われます。

借り手の方は、皆さんもご承知のとおりＴ石油の方で、今までもシイタケ栽培されており
まして今回ショウガを植えたいということです。認定農業者も平成２３年４月１５日に認定
農業者になりましておられます。シイタケとショウガを今からやって行きたいということ
で、現場を見ましたが道路脇で便利が良いようでした。Ｋ・Ｋさんは、頑張っていらっしゃ
いますので問題ないと思います。皆様方のご意見をお伺いしたいと思います。終わります。

議 長 受付番号１８６号から１９３号までの調査報告を頂きましたが質疑に入ります。質問ある
いは異議等がありましたら出して頂きたいと思います。

全委員 なし。

議 長 無いようですが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 それでは受付番号１８６号から１９３号に賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手

議 長 全委員賛成でございますので、受付番号１８６号から１９３号は原案のとおり決定しまし
た。

次をお願いします。



事務局 次は今回最後の提案となります。受付番号１９４号と１９５号の貸人は、Ｍ・Ｏさん埼玉
県に在住される方です。

申請地は、田代川原平石前１６４番１、地目は田、地積は３７７㎡。
次に田代川原平石前１６４番２、地目は田、地積は１，３９９㎡です。

期間は、平成２３年１２月１５日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は全部で米３
５㎏２俵の物納です。

借り人は、Ｋ・Ｎさん 歳でＨ自治会にお住まいです。
経営規模は、自作地８，６６１㎡、小作地２７，３８８㎡で水稲を中心に耕作されており

ます。世帯員は２、労働力２、農作業従事日数は２５０日の記載があります。農業機械はト
ラクター、ハーベスタ、田植機、バインダー、モアなどを所有されています。

調査員は、８番の鍋委員にお願いします。権利の取得要件について調査報告をお願いしま
す。

議 長 鍋委員調査報告をお願いします。

８番
鍋委員

Ｋ・Ｎさんは、皆様もご存じのように我々と一緒に農業委員として頑張っていらっしゃる
方です。今年まではタバコをされていましたが、タバコの他に水稲という継続で、ここに出
ておりますように今後も継続していきたいとうことで同意を得られようとしております。

農地の利用状況、意欲、青壮年という形につきましても皆様も見てのとおりで、何ら問題
ないものと思います。宜しくお願いします。

議 長 受付番号１９４号から１９５号までの調査報告を頂きましたが質疑に入ります。質問ある
いは異議等がありましたら出して頂きたいと思います。

全委員 なし。

議 長 無いようですが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。
全委員 はい。

議 長 それでは受付番号１９４号から１９５号に賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手

議 長 全委員賛成でございますので、受付番号１９４号から１９５号は原案のとおり決定しまし
た。

以上で議案第２６号の農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農用地利用集
積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について終了します。

以上をもちまして、錦江町農業委員会第７回総会の付議事項を終わります。

会長

５番

６番

議 事 録 調 整 者 折 久 木 ま り 子


