
錦 江 町 農 業 委 員 会 ３ 月 総 会 議 事 録

○ 開催日時 平成２７年３月２０日（火） 午後２時００分から

○ 開催場所 錦江町 庁議室

○ 出席委員（２０人）

会長 １番 宿利原勝吉

代理 ２番 基 岸澄

委員 ３番 厚ケ瀬博文

〃 ４番 水流 豊美

〃 ５番 平原 栄

〃 ６番 東郷 輝昭

〃 ７番 毛下 利美

〃 ８番 寺田 郁哉

〃 ９番 安水 純一

〃 １０番 牧原 昇

〃 １１番 元丸 敏朗

〃 １２番 鍋 康博

〃 １３番 徳永 哲朗

〃 １４番 貫見 和洋

〃 １５番 畠中 正秋

〃 １６番 黒瀬 正

〃 １７番 鳥越 秀一

〃 １８番 樋渡 俊信

〃 １９番 鈴 一麿

〃 ２０番 本釜 好子

事務局職員 事務局長 窪 和人 書記 折久木まり子 書記 中野好太郎



○議事日程

１、開会

２、農業委員憲章朗読

３、会長あいさつ

４、議 事

第１ 議事録署名委員の指名

第２ 会務報告

第３ 附議事項

議案第３８号 農地法第３条許可申請について

議案第３９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（所有権移転）の錦江町長に対する要請について

議案第４０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（利用権設定）の錦江町長に対する要請について

議案第４１号 非農地証明願いについて

議案第４２号 錦江農業振興地域整備計画全体見直しについて



議 長 只今より平成２７年３月錦江町農業委員会総会の議事を開会いたします。

本日の総会の出席は全員出席であり、錦江町農業委員会会議規則第８条の規定

により、総会は成立していることをお知らせします。

それでは、錦江町農業委員会会議規則第２３条第２項の規定により、本日の会

議録署名委員に １８番 樋渡委員と １９番 鈴委員を指名いたしますので、よろ

しくお願いします。

議 長 次に、会務報告についてを議題とします。

事務局から報告と説明をお願いいたします。

事務局 「会務報告と説明」

議 長 只今の会務報告について、質問はありませんか。

全委員 （発言なし）

議 長 無いようですので、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 長 議案第３８号 農地法第３条許可申請についてを議題とします。

事務局の説明をお願いします。

事務局 それでは議案第３８号について説明いたします。

先ず、受付番号８号の譲渡人は、Ｕ・Ｋさん、Ｈ県在住の方です。

申請地は、１件目が田代川原字馬庭原５４１番、地目は田、地積は３１７㎡、

２件目が田代川原字馬庭原６０９番、地目は田、地積は７１４㎡、３件目が田代

川原字馬庭原６３０番、地目は田、地積は３１０㎡で、３筆の合計は１，３４１

㎡となっています。

一方、譲受人はＵ・Ｋさん、Ｕ自治会在住の方です。

この申請は売買による所有権移転となっています。

Ｕ・Ｋさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者２名、自作地３，５２３㎡、

小作地１，２７０㎡で、水稲を主体とした経営をされています。

農業機械の所有状況は、トラクター１台、耕運機１台となっています。

この件の担当調査員は、７番 毛下委員です。

次の受付番号９号の譲渡人は、Ｚ・Ｔさん、Ｒ自治会在住の方です。

申請地は、神川字上榎木迫１，４７０番６、地目は畑、地積は６，９３９㎡と



なっています。

一方、譲受人はＺ・Ｋ一さん、Ｒ自治会在住の方です。

この申請は贈与による所有権移転となっています。

Ｚ・Ｋさんの経営状況は、世帯員５名、農業従事者２名で、Ｋさん所有の自作

地、小作地はありませんが、お茶を主体とした経営をされています。

農業機械の所有状況は、個人所有は無く、Ｚ製茶の機械利用となっています。

この件の担当調査員は、１７番 鳥越委員です。

次の受付番号１０号の譲渡人は、Ｋ・Ｋさん、Ｋ市在住の方です。

申請地は神川字諏訪ノ後５２４番、地目は田、地積は１，０４６㎡となってい

ます。

一方、譲受人はＳ・Ｋさん、Ｋ・Ｚ自治会在住の方です。

この申請は売買による所有権移転となっています。

Ｓ・Ｋさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者２名、自作地２２，０５２

㎡、小作地２，９１２㎡で、水稲、甘藷を主体とした経営をされています。

農業機械の所有状況は、トラクター、田植機、コンバイン、管理機各１台とな

っています。

この件の担当調査員は、１０番 牧原委員です。

以上です。

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、担当調査員の調査報告をお願いい

たします。先ず、７番 毛下委員お願いします。

７番

毛下委員

受付番号８番の件ですが、Ｕ・Ｋさんは現在Ｈ県に住まわれており、今までＵ・

Ｋさんが田んぼを作っておられました。今回、帰ってこられて、自分の家族では

継げないのでＵさんに譲りたいということで、Ｕさんは７０歳で、夫婦で直売所

などに野菜を沢山作って頑張っておられます。ＫさんはＵ・Ｋさんとは従弟半で

す。田んぼ、宅地、山林合わせて買われたそうです。

以上です。

議 長 ありがとうございました。

次に、１７番 鳥越委員お願いします。

１７番

鳥越委員

９番のＺ・Ｔさんですけれども、これは親子間の贈与で、社長が変わったとい

うことで名義を変更されたそうです。何ら問題は無いと思います。

以上です。



議 長 ありがとうございました。

次に、１０番 牧原委員お願いします。

１０番

牧原委員

報告します。

この田んぼの件につきましては、もう約７・８年前からＳ・Ｋさんの方が借り

て作ってらっしゃって、もうＫさんの方が手放すということで、何とか買ってく

れないかという話があったみたいで、これはもう本人同士で結論が出ていた物件

でございます。金額は○○万円、全部でですね。これももう双方で了解済で、支

払いまで終わっているそうでございます。Ｓ・Ｋさんについては、この近くに未

だ田んぼがあって、良い形で購入できたんじゃないかなと思います。

以上です。

議 長 ありがとうございました。

ただいま、各調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。

１９番

鈴 委員

Ｕさんの値段を教えて下さい。

事務局 申請書の方で代書さんが書いてきたのでは○○万円ということです。

１９番

鈴 委員

畝の。

事務局 いいえ。全部で。

１９番

鈴 委員

山林、宅地も含めて。

事務局 いいえ。農地部分だけだと思います。

議 長 他に質疑はありませんか。

委 員 （委員の中から「なし」の声）

議 長 質疑なしと認めます。

これから、議案第３８号を採決します。

お諮りします。

議案第３８号については、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

委 員 （委員の中から「異議なし」の声）



議 長 異議なしと認めます。

したがいまして、議案第３８号 農地法第３条許可申請については、原案のと

おり決定しました。

議 長 次に「議案第３９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（所有権移転）の錦江町長に対する要請について」を議題と

します。

事務局の説明をお願いします。

事務局 それでは議案３９号について説明いたします。

受付番号９号の譲渡人はＩ・Ｓさん、Ｋ・Ｋ自治会在住の方です。

申請地は神川字カヤノキ７，４６５番２、地目は畑、地積は１，８４１㎡

となっています。

一方、譲受人はＮ・Ｋさん、Ｋ・Ｓ町自治会在住の方です。

Ｎ・Ｋさんの経営状況は、世帯員３名、農業従事者２名、自作地３，９７４㎡、

小作地３９，４８４㎡で、肉用牛を主体とした経営をされています。

農業機械の所有状況は、トラクター２台、ロールベイラー、ラップマシン、タ

イヤショベル、トラック各１台となっています。

この件の担当調査員は、１番 宿利原委員です。

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、私の方で調査報告をいたします。

１番

宿利原委員

この土地は、神川と宿利原とちょうど真ん中ぐらいで、丸尾の近くでありまし

て、Ｎ・Ｋさんは、Ｎ・Ｎさんの息子さんで、神川に住んでおりますが、宿利原

の方で肉用牛をしております。錦江町で定める要件に皆クリアしておりますの

で、何ら問題は無いかと思いますが、これは２月のあっせん成立の物件になって

おります。

議 長 ただいま調査報告をいたしましたが、質疑はありませんか。

委 員 （委員の中から「なし」の声）

議 長 質疑なしと認めます。

これから、議案第３９号を採決します。

お諮りします。

議案第３９号については、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。



委 員 （委員の中から「異議なし」の声）

議 長 異議なしと認めます。

したがいまして、「議案第３９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（所有権移転）の錦江町長に対する要請について」

は原案のとおり決定しました。

議 長 次に「議案第４０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（利用権設定）の錦江町長に対する要請について」を議題と

します。

お諮りします。

会議資料のとおり、今回は８８筆の利用集積計画について審議しなければなり

ませんので、事務局の説明と担当調査員の報告、質疑を４回に分けて行い、その

都度議決したいと思いますが、ご異議ありませんか。

委 員 （委員の中から「なし」の声）

議 長 異議なしと認めます。

それでは、議案第４０号のうち、受付番号４２４号から４４２号までを議題と

します。

事務局の説明をお願いいたします。

事務局 それでは、議案第４０号のうち、受付番号４２４号から４４２号までを説明い

たします。

まず、受付番号４２４号から４３０号までの貸し人はＭ・Ｔさん、Ｂ自治会在

住の方です。

申請地は、４２４号が田代麓字藤野４，６０１番、地目は田、地積は３９７㎡、

４２５号が田代麓字藤野４，６０２番、地目は田、地積は７２２㎡、４２６号が

田代麓字藤野４，６０５番、地目は田、地積は２３８㎡、４２７号が田代麓字立

神５，１５８番１１、地目は田、地積は５６０㎡、４２８号が田代麓字久木野５

１６６番２４８、地目は田、地積は１４３８㎡、４２９号が田代麓字久木野５１

６６番２５４、地目は畑、地積は９６０３㎡、４３０号が田代麓字久木野５１６

６番４１６、地目は畑、地積は１１，５７０㎡で、７筆の合計は２４，５２８㎡

となっています。

貸付期間は、平成２７年４月１日から平成３７年１２月１４日までで、使用貸

借のため小作料金は発生しません。

借り人は、Ｍ・Ｚさん、Ｂ自治会在住の方です。

経営状況は、世帯員４名、従事者３名、自作地４１，９３６㎡で、水稲、茶を



主体とした経営をされています。

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、軽トラック、トラック、

管理機、動噴各１台、裾刈機２台となっています。

この件の担当調査員は、２番 基委員です。

次の受付番号４３１号の貸し人はＨ・Ｍさん、Ｋ自治会在住の方です。

申請地は馬場字宮下１，８５６番、地目は田、地積は９３４㎡となっています。

貸付期間は、平成２７年４月１日から平成３６年１２月１４日までで、小作料

金はモチ米（３０ｋｇ）で３俵となっています。

借り人は、（株）Ｔ・Ｆさん、Ｋ自治会に拠点を置く法人です。

経営状況は、従事者２名、雇用が２１名、小作地８２，３６４㎡で、露地野菜

を主体とした経営をされています。

農業機械の所有状況は、トラック１２台、動噴５台、トラクター、管理機各３

台、乗用管理機２台、フォークリフト１台となっています。

次の受付番号４３２号の貸し人はＷ・Ｋさん、Ｍ町在住の方です。

申請地は、馬場字寺前ノ上２，０５１番１、地目は田、地積は１，０４８㎡と

なっています。

貸付期間は、平成２７年４月１日から平成３２年１２月１４日までで、小作料

金は３０，０００円となっています。

４３１号と同じ借り人は、（株）Ｔ・Ｆさんです。

４３１号、４３２号の担当調査員は、８番 寺田委員です。

次の受付番号４３３号、４３４号の貸し人はＳ・Ｉさん、Ｓ自治会在住の方で

す。

申請地は、４３３号が馬場字笹ケ崎５，７８７番４、地目は畑、地積は４，１

６１㎡、４３４号が馬場字後迫５，９１４番２、地目は畑、地積は４，７２９㎡

で、２筆の合計は８，８９０㎡となっています。

貸付期間は、平成２７年３月２１日から平成３６年１２月１４日までで、使用

貸借のため小作料金は発生しません。

借り人は、Ｓ・Ｕさん、Ｓ自治会在住の方です。

経営状況は、世帯員４名、従事者４名、雇用が１名で１００日、自作地２２，

６０２㎡、小作地１４，２４３㎡で、煙草を主体とした経営をされています。

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター２台、ダンプ、

軽トラック、タイヤショベル各１台となっています。

次の受付番号４３５号の貸し人はＭ・Ｍさん、Ｓ自治会在住の方です。

申請地は、馬場字白井５，８６２番１、地目は畑、地積は１，２８７㎡となっ



ています。

貸付期間は、平成２７年３月２１日から平成３６年１２月１４日までで、使用

貸借のため小作料金は発生しません。

借り人は、Ｍ・Ｙさん、Ｓ自治会在住の方です。

経営状況は、世帯員３名、従事者３名、自作地１８，５４１㎡で、イチゴを主

体とした経営をされています。

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター２台、軽トラ

ック１台となっています。

次の受付番号４３６号の貸し人はＭ・Ｍさん、Ｓ自治会在住の方です。

申請地は、馬場字平家畑５，９６２番１、地目は畑、地積は４，６９２㎡の内、

２，８４４㎡となっています。

貸付期間は、平成２７年３月２１日から平成３６年１２月１４日までで、小作

料金は１４，０００円となっています。

借り人は、Ｋ・Ｔさん、Ｋ自治会在住の方です。

経営状況は、世帯員４名、従事者４名、雇用が４名で９０日、自作地４２，８

３２㎡、小作地２３，９３０㎡で、甘藷を主体とした経営をされています。

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター、軽トラック

４台、ＡＰ－１３台、トラック２台となっています。

次の受付番号４３７号から４４２号の貸し人はＹ・Ａさん、Ｙ自治会在住の方

です。

申請地は、４３７号が馬場字水ノ迫６，３００番１、地目は畑、地積は１１，

７６７㎡、４３８号が馬場字木道ケ迫６，３２６番２、地目は畑、地積は１，３

０７㎡、４３９号が馬場字木道ケ迫６，３２７番１、地目は畑、地積は３，７２

１㎡、４４０号が馬場字木道ケ迫６，３２７番３、地目は畑、地積は１，４６９

㎡、４４１号が城元字小崎４，００４番、地目は畑、地積は２，０９２㎡、４４

２号が城元字亀ノ子５，９６８番９、地目は田、地積は１，４３２㎡で、６筆の

合計は２１，７８８㎡となっています。

貸付期間は、平成２７年３月２１日から平成３６年１２月１４日までで、使用

貸借のため小作料金は発生しません。

借り人は、Ｙ・Ｙさん、Ｙ自治会在住の方です。

経営状況は、世帯員４名、従事者３名、雇用が３名で１５０日、自作地２８，

１３１㎡、小作地５２，０５８㎡で、甘藷を主体とした経営をされています。

農業機械の所有状況は、トラクター４台、軽トラック３台、ダンプ、甘藷掘り

取り機各１台となっています。

受付番号４３３号から４４２号までの担当調査員は、９番 安水委員です。

以上です。



議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、順次、担当調査員の調査報告をお

願いいたします。

先ず、受付番号４２４号から４３０号までを、２番 基委員お願いいたします。

２番

基 委員

報告いたします。

このＭ・Ｔさん、Ｍ・Ｚさんは親子関係で、１０年前に年金の関係で農地使用

の利用権設定をされた訳ですけれども、今回ちょうど１０年目の節目ということ

で、切り替えということで別に問題は無いと思いますが、審議の方よろしくお願

いします。年金関係です。

議 長 ありがとうございました。

次に、受付番号４３１号、４３２号についてを、８番 寺田委員お願いいたし

ます。

８番

寺田委員

報告いたします。

Ｔ・Ｆさんですけれども、利用権を設定するに当たり全ての条件を満たしてい

るものと思います。審議をよろしくお願いいたします。

議 長 ありがとうございました。

次に、受付番号４３３号から４４２号までを、９番 安水委員お願いいたしま

す。

９番

安水委員

４３３から４３４の貸し人のＳ・Ｉさんと、借り人のＳ・Ｙさんは親子間であ

り、農業者年金に伴う利用権設定ですので問題は無いかと思います。

４３５号のＭ・ＭさんとＭ・Ｙさんも親子間で、農業者年金に伴う利用権設定

ですので、こちらの方も問題は無いかと思います。

４３６号の借り人のＫ・Ｔさんは、Ｉ地区の方で葉タバコ、干し大根、甘藷を

主体とした農業をされている方で、どの畑の状況も綺麗に管理されておりまし

て、何ら問題は無いかと思います。

４３７から４４２号のＹ・ＡさんとＹ・Ｙさんも親子関係であり、農業者年金

に伴う利用権設定ですので、こちらの方も何ら問題は無いかと思います。よろし

くお願いいたします。

議 長 ありがとうございました。

ただいま、各調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。

委 員 （委員の中から「なし」の声）



議 長 質疑なしと認めます。

これから、議案第４０号のうち、受付番号４２４号から４４２号までを採決し

ます。

お諮りします。

議案第４０号のうち、受付番号４２４号から４４２号については、原案のとお

り決定することにご異議ありませんか。

委 員 （委員の中から「異議なし」の声）

議 長 異議なしと認めます。

したがいまして、議案第４０号のうち、受付番号４２４号から４４２号につい

ては、原案のとおり決定しました。

議 長 次に、議案第４０号のうち、受付番号４４３号から４５６号までを議題としま

す。

事務局の説明をお願いします。

事務局 それでは、議案第４０号のうち、受付番号４４３号から４５６号までを説明い

たします。

先ず、受付番号４４３号から４４７号までの貸し人は、Ｍ・Ｈさん、Ｋ・Ｎ自

治会在住の方です。

申請地は、４４３号が神川字原田３，２０９番、地目は田、地積は２，０７０

㎡、４４４号が神川字平ノ下３，４１０番１、地目は畑、地積は７９７㎡、４４

５号が神川字渋木４，６９３番、地目は畑、地積は１，８７６㎡、４４６号が神

川字山頭４，６９５番、地目は畑、地積は１，２５４㎡、４４７号が神川字坂ノ

上４，７７４番１、地目は畑、地積は２，１８０㎡で、５筆の合計は８，１７７

㎡となっています。

貸付期間は、平成２７年３月２１日から平成３６年１２月１４日までで、使用

貸借のため小作料金は発生しません。

借り人は、Ｍ・Ｍさん、Ｋ・Ｎ自治会在住の方です。

経営状況は、世帯員３名、従事者３名、小作地１，０４５㎡で、水稲、野菜を

主体とした経営をされています。

農業従事日数は１５０日で、農業機械の所有状況は、トラクター、管理機、動

噴、軽トラック各１台となっています。

次の受付番号４４８号の貸し人は、Ｍ・Ｈさん、Ｋ・Ｎ自治会在住の方です。

申請地は、神川字真手ケ山４，６０３番、地目は畑、地積は５４０㎡となって

います。

貸付期間は、平成２７年３月２１日から平成２９年１２月１４日までで、使用



貸借のため小作料金は発生しません。

借り人は、Ｎ・Ｋさん、Ｋ自治会在住の方です。

経営状況は、世帯員３名、従事者３名、自作地６６，９５６㎡、小作地１１，

００８㎡で、緑化木を主体とした経営をされています。

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター、バックホー

各１台、ユニック車２台となっています。

受付番号４４３号から４４８号までの担当調査員は、１３番 徳永委員です。

次の受付番号４４９号から４５１号までの貸し人は、Ｏ・Ｎさん、Ｔ自治会在

住の方です。

申請地は、４４９号が田代川原字江郷１，８２９番２、地目は田、地積は１，

７５９㎡、４５０号が田代川原字江郷１，８４９番１、地目は田、地積は１，４

９４㎡、４５１号が田代川原字江郷１，８４９番２、地目は田、地積は１，５８

８㎡で、３筆の合計は４，８４１㎡となっています。

貸付期間は、平成２７年３月２１日から平成３２年１２月１４日までで、小作

料金は全部で米４俵となっています。

借り人は、Ｕ・Ｍさん、Ｔ自治会在住の方です。

経営状況は、世帯員２名、従事者２名、自作地１４，４７７㎡、小作地４，８

４１㎡で、肉用牛を主体とした経営をされています。

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター３台、軽トラ

ック２台、ロールベイラー、モア各１台となっています。このＯさんの分ですが、

資料では新規の契約となっていますが、継続の間違いですので、資料の訂正もよ

ろしくお願いします。

次の受付番号４５２号から４５５号までの貸し人は、Ｍ・Ｔさん、Ｈ自治会在

住の方です。

申請地は、４５２号が田代川原字舞原１，２６７番、地目は田、地積は２６㎡、

４５３号が田代川原字舞原１，２７６番、地目は田、地積は１，１４９㎡、４

５４号が田代川原字新村１，３１１番、地目は田、地積は５９１㎡、４５５号が

田代川原字四本松１，９８１番１、地目は畑、地積は１，５７５㎡で、４筆の合

計は３，３４１㎡となっています。

貸付期間は、平成２７年３月２１日から平成３７年１２月１４日までで、使用

貸借のため小作料金は発生しません。

借り人は、Ｍ・Ａさん、Ｏ自治会在住の方です。

経営状況は、世帯員３名、従事者２名、自作地２１，６８０㎡で、水稲、野菜

を主体とした経営をされています。

農業従事日数は２８０日で、農業機械の所有状況は、トラクター、軽トラック、

ハーベスター、バインダー、田植機各１台となっています。



次の受付番号４５６号の貸し人は、Ｋ・Ｔさん、Ｋ市在住の方です。

申請地は田代川原字四本松１，９６５番２、地目は畑、地積は６，６２４㎡と

なっています。

貸付期間は、平成２７年４月１日から平成３１年１２月１４日までで、小作料

金は１０アール当たり５，０００円となっています。

借り人は、Ｎ生産組合さん、Ｍ町に拠点を置く法人です。

経営状況は、自作地５５，９３４㎡、小作地６８，９８８㎡、雇用が２４名で

６，３３６日、水稲、茶、畜産を主体とした経営をされています。

農業機械の所有状況は、トラクター３台、コンバイン２台、耕運機４台、草刈

機１０台となっています。

受付番号４４９号から４５６号までの担当調査員は、１４番 貫見委員です。

以上です。

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、順次、担当調査員の調査報告をお

願いいたします。

先ず、受付番号４４３号から４４８号までを、１３番 徳永委員、お願いいた

します。

１３番

徳永委員

報告します。

Ｍ・Ｈさんの両方の物件は、すべて農業者年金受給のための利用権設定です。

４４３から４４７のＭ・Ａさん、親子であります。それから４４８号のＮ・Ｋさ

んは、Ｎ造園、緑化樹とお茶を主体として経営されている方です。賃借料が使用

貸借に、０円にしておりますが、ここはこの土地を含めた隣接地ですね、この土

地を含めて既に３年前に契約しておりまして、その時にこの４４８号の土地も含

めた利用権を結んでおります。そのために残る期間の２年間を使用貸借として、

次の契約変更の時に改めて値段を決めるということで使用貸借としております。

実質は継続的な感じとなっております。Ｎさんについては、自分の土地、それか

ら借りている土地も含めて良く管理をされておりますので、問題は無いかと思い

ます。

以上です。

議 長 ありがとうございました。

次に、受付番号４４９号から４５６号までを、１４番 貫見委員お願いいたし

ます。

１４番

貫見委員

報告いたします。

４４９号から４５１号までの借り人のＵ・Ｍさんは、畜産農家でございます。

後継者もおられまして、全ての要件は満たしているようですので、問題は無いか

と思います。



次に、４５２号から４５５号までの借り人のＭ・Ａさんは、ここは親子関係で

ございます。Ｍさんは、Ｓ酒造に勤務しながら農地の方を耕作しておられます。

全ての農地は良く管理されていますので問題は無いかと思います。

次に、４５６号の借り人のＮ生産組合は、Ｏ・Ｓが経営しておられます田代の

Ｚセンターでございます。ここも全ての要件を満たしているようでございますの

で何ら問題は無いかと思います。

終わります。

議 長 ありがとうございました。

ただいま、各調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。

１３番

徳永委員

４４９号の新規契約が継続と修正がありましたね。継続だとこの貸付開始年月

日が合わないんだけど。

事務局 去年の１２月で切れていて、更新が遅れたしまったものです。それで継続とい

うことで。

議 長 他に質疑はありませんか。

委 員 （委員の中から「なし」の声）

議 長 質疑なしと認めます。

これから、議案第４０号のうち、受付番号４４３号から４５６号までを採決し

ます。

お諮りします。

議案第４０号のうち、受付番号４４３号から４５６号については、原案のとお

り決定することにご異議ありませんか。

委 員 （委員の中から「異議なし」の声）

議 長 異議なしと認めます。

したがいまして、議案第４０号のうち、受付番号４４３号から４５６号につい

ては、原案のとおり決定しました。

議 長 次に、議案第４０号のうち、受付番号４５７号から４８３号までを議題としま

す。

事務局の説明をお願いします。



事務局 それでは、議案第４０号のうち、受付番号４５７号から４８３号までを説明い

たします。

先ず、受付番号４５７号から４６０号までの貸し人は、Ｋ・Ｓさん、Ｈ自治会

在住の方です。

申請地は、４５７号が馬場字岩下５，３３１番１、地目は田、地積は１，２７

４㎡、４５８号が馬場字岩迫５，４３５番、地目は田、地積は９９１㎡、４５９

号が馬場字岩迫５，４３６番１、地目は田、地積は４５５㎡、４６０号が馬場字

岩迫５，４３６番２、地目は畑、地積は６１７㎡で、４筆の合計は３，３３７㎡

となっています。

貸付期間は、平成２７年４月１日から平成３６年１２月１４日までで、使用貸

借のため小作料金は発生しません。

借り人は、Ｋ・Ｔさん、Ｋ自治会在住の方です。

経営状況は、世帯員２名、従事者１名、自作地３，３３７㎡で、水稲、野菜を

主体とした経営をされています。

農業従事日数は１５０日で、農業機械の所有状況は、トラクター、軽トラック、

田植機、ハーベスター各１台となっています。

次の受付番号４６１号から４６５号までの貸し人は、Ｋ・Ｍさん、Ｈ自治会在

住の方です。

申請地は、４６１号が馬場字小平５，１２３番２、地目は田、地積は１，２８

４㎡、４６２号が馬場字下り戸５，２９１番１、地目は田、地積は３，７８２㎡、

４６３号が馬場字下り戸５，２９３番４、地目は畑、地積は３６０㎡、４６４号

が馬場字鎮守山５，１５１番、地目は田、地積は５３２㎡、４６５号が馬場字深

山ケ平５，３９６番１、地目は田、地積は８０９㎡で、５筆の合計は６，７６７

㎡となっています。

貸付期間は、平成２７年４月１日から平成３６年１２月１４日までで、使用貸

借のため小作料金は発生しません。

借り人は、Ｋ・Ｍさん、鹿屋市在住の方です。

経営状況は、世帯員２名、従事者２名、自作地６，７６７㎡で、水稲、野菜を

主体とした経営をされています。

農業従事日数は２００日で、農業機械の所有状況は、トラクター、軽トラック、

田植機各１台となっています。

次の受付番号４６６号から４７０号までの貸し人は、Ｈ・Ｔさん、Ｈ自治会在

住の方です。

申請地は、４６６号が馬場字馬庭４，９７８番３、地目は田、地積は３，０４

６㎡、４６７号が馬場字殿原５，２４４番１、地目は畑、地積は６１４㎡、４６

８号が馬場字鎮守山５，１７５番１、地目は畑、地積は４６５㎡、４６９号が馬



場字岩迫５，４３７番１、地目は畑、地積は７４９㎡、４７０号が馬場字岩迫５，

４４４番１、地目は田、地積は１，６７３㎡で、５筆の合計は６，５４７㎡とな

っています。

貸付期間は、平成２７年４月１日から平成３６年１２月１４日までで、使用貸

借のため小作料金は発生しません。

借り人は、Ｈ・Ｒさん、Ｈ自治会在住の方です。

経営状況は、世帯員２名、従事者２名、自作地６，５４７㎡で、水稲、野菜を

主体とした経営をされています。

農業従事日数は１５０日で、農業機械の所有状況は、トラクター、軽トラック、

田植機各１台となっています。

次の受付番号４７１号から４７６号までの貸し人は、Ｍ・Ｓさん、Ｈ自治会在

住の方です。

申請地は、４７１号が馬場字本鉄山４，９５６番、地目は畑、地積は１，１０

２㎡、４７２号が馬場字本鉄山４，９５８番１、地目は畑、地積は３９６㎡、４

７３号が馬場字新改田５，１９５番１、地目は田、地積は２６０㎡、４７４号が

馬場字山ノ口５，３６８番１、地目は畑、地積は１，００５㎡、４７５号が馬場

字深山ケ平５，４２４番２、地目は田、地積は１，３２５㎡、４７６号が馬場字

深山ケ平５，４２４番５、地目は田、地積は４２７㎡で、６筆の合計は４，５１

５㎡となっています。

貸付期間は、平成２７年４月１日から平成３６年１２月１４日までで、使用貸

借のため小作料金は発生しません。

借り人は、Ｍ・Ｆさん、Ｈ自治会在住の方です。

経営状況は、世帯員２名、従事者２名、自作地４，５１５㎡で、水稲、野菜を

主体とした経営をされています。

農業従事日数は２５０日で、農業機械の所有状況は、トラクター、田植機、ハ

ーベスター各１台となっています。

受付番号４５７号から４７６号の、担当調査員は、１５番 畠中委員です。

次の受付番号４７７号から４８３号までの貸し人は、Ｔ・Ｙさん、Ｕ自治会在

住の方です。

申請地は、４７７号が神川字大丸６，２８４番２、地目田、地積は９３２㎡、

４７８号が神川字黒瀬６，４５５番１、地目は畑、地積は１０，６６２㎡、４７

９号が神川字黒瀬６，４６１番５、地目は畑、地積は２，１３５㎡、４８０号が

神川字黒瀬６，４６１番６、地目は畑、地積は１，７６８㎡、４８１号が神川字

黒瀬６，４６１番７、地目は畑、地積は１，４４５㎡、４８２号が神川字黒瀬６，

４６４番２、地目は畑、地積は１，３９４㎡、４８３号が神川字黒瀬６，４７５

番１、地目は畑、地積は３，３６０㎡で、７筆の合計は２１，６９６㎡となって



います。

貸付期間は、平成２７年４月１日から平成３６年１２月１４日までで、使用貸

借のため小作料金は発生しません。

借り人は、Ｔ・Ｍさん、Ｕ自治会在住の方です。

経営状況は、世帯員２名、従事者２名、自作地４５，７９０㎡、小作地３０，

４７１㎡で、甘藷、加工大根、高菜を主体とした経営をされています。

農業従事日数は２５０日で、農業機械の所有状況は、トラクター３台、ショベ

ル、ハーベスター、大根洗い機、大根掘り取り機各１台となっています。

受付番号４７７号から４８３号の、担当調査員は、１６番 黒瀬委員です。

以上です。

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、順次、担当調査員の調査報告をお

願いいたします。

先ず、受付番号４５７号から４７６号までを、１５番 畠中委員、お願いいた

します。

１５番

畠中委員

報告をします。

４５７から４７６までの４人の案件は、農業者年金の経営移譲に伴う利用権設

定であり、また、親子間であり問題は無いと思います。

議 長 ありがとうございました。

次に、受付番号４７７号から４８３号までを、１６番 黒瀬委員お願いいたし

ます。

１６番

黒瀬委員

報告いたします。

受付番号４７７番から４８３番まででございますけれども、農業者年金に伴

う、親子間の経営移譲に関する案件でございます。親子関係の設定でございます

ので、何ら問題は無いかと思います。以上です。

議 長 ありがとうございました。

ただいま、各調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。

委 員 （委員の中から「なし」の声）

議 長 質疑なしと認めます。

これから、議案第４０号のうち、受付番号４５７号から４８３号までを採決し

ます。

お諮りします。



議案第４０号のうち、受付番号４５７号から４８３号については、原案のとお

り決定することにご異議ありませんか。

委 員 （委員の中から「異議なし」の声）

議 長 異議なしと認めます。

したがいまして、議案第４０号のうち、受付番号４５７号から４８３号につい

ては、原案のとおり決定しました。

議 長 次に、議案第４０号のうち、受付番号４８４号から５１１号までを議題としま

す。

事務局の説明をお願いします。

事務局 それでは、議案第４０号のうち、受付番号４８４号から５１１号までについて

説明いたします。

先ず、受付番号４８４号の貸し人は、Ｍ・Ｔさん、Ｎ自治会在住の方です。

申請地は田代麓字坂元２，９３３番、地目は田、地積は２，４１２㎡となって

います。

貸付期間は、平成２７年４月１日から平成３２年１２月１４日までで、小作料

金は１２，０００円となっています。

借り人は、Ｏ・Ｍさん、Ｉ自治会在住の方です。

経営状況は、世帯員２名、従事者２名、自作地１４，８８３㎡、小作地１０，

６４５㎡で、水稲、甘藷を主体とした経営をされています。

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター、軽トラック、

バインダー、ハーベスター各１台となっています。

この件の担当調査員は、１８番 樋渡委員です。

次の受付番号４８５号から４９０号までの貸し人は、Ｎ・Ｎさん、Ｂ・Ｎ自治

会在住の方です。

申請地は、４８５号が馬場字城ノ岡４，１８６番１、地目は畑、地積は１３，

２５７㎡、４８６号が馬場字旭原４，２２４番７、地目は田、地積は１，０９２

㎡、４８７号が馬場字中原５，６７９番、地目は畑、地積は３２８㎡、４８８号

が馬場字濱射場５，７６１番、地目は畑、地積は３，１６１㎡、４８９号が城元

字南ケ迫５，４８８番、地目は畑、地積は５，４４８㎡、４９０号が城元字南ケ

迫５，４９０番、地目は畑、地積は３，５５９㎡で、６筆の合計は２６，８４５

㎡となっています。

貸付期間は、平成２７年４月１日から平成３６年１２月１４日までで、使用貸

借のため小作料金は発生しません。



借り人は、Ｎ・Ｋさん、Ｂ・Ｎ自治会在住の方です。

経営状況は、世帯員４名、従事者１名、自作地３０，３０９㎡、小作地９，２

０２㎡で、キャベツ、トレビス、水稲を主体とした経営をされています。

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター、コンバイン、

ダンプ、軽トラック各１台となっています。

次の受付番号４９１号から５０２号までの貸し人は、Ｎ・Ｈさん、Ｂ・Ｎ自治

会在住の方です。

申請地は、４９１号が馬場字芋漬５，６７０番１、地目は田、地積は２，１５

６㎡、４９２号が馬場字中原５，６９９番２、地目は畑、地積は２９７㎡、４９

３号が馬場字中原５，７０２番４、地目は田、地積は３１０㎡、４９４号が馬場

字中原５，７０２番５、地目は田、地積は５３７㎡、４９５号が馬場字中原５，

７０５番４、地目は田、地積は１，４４５㎡、４９６号が馬場字本渡５，７０６

番３、地目は畑、地積は１，８０１㎡、４９７号が馬場字旅篭ノ尾５，７２９番、

地目は畑、地積は３，３３９㎡、４９８号が馬場字堀之内５，７４１番、地目は

畑、地積は１，５００㎡、４９９号が馬場字濱射場５，７５９番２、地目は畑、

地積は２，２７７㎡、５００号が馬場字濱射場５，７６６番１、地目は畑、地積

は６，２４３㎡、５０１号が馬場字濱射場５，７６６番３、地目は畑、地積は６

１１㎡、５０２号が馬場字濱射場５，７６６番４、地目は畑、地積は６９０㎡で、

１２筆の合計は２１，２０６㎡となっています。

貸付期間は、平成２７年４月１日から平成３６年１２月１４日までで、使用貸

借のため小作料金は発生しません。

借り人は、Ｎ・Ｔさん、Ｂ・Ｎ自治会在住の方です。

経営状況は、世帯員２名、従事者１名、自作地２９，５４６㎡で、水稲、野菜

を主体とした経営をされています。

農業従事日数は１５０日で、農業機械の所有状況は、トラクター、バインダー、

管理機各１台となっています。

次の受付番号５０３号から５０８号までの貸し人は、Ｍ・Ｋさん、Ｓ自治会在

住の方です。

申請地は、５０３号が馬場字深山ケ崎４，１７８番２、地目は畑、地積は１，

６４３㎡、５０４号が馬場字旭原４，２２９番４、地目は畑、地積は４５９㎡、

５０５号が馬場字田神４，３５０番２、地目は田、地積は１，４３１㎡、５０６

号が馬場字笹原４，４３７番１、地目は田、地積は１，４０５㎡、５０７号が馬

場字笹原４，４３９番１、地目は田、地積は１，５７４㎡、５０８号が馬場字笹

原４，４４０番１、地目は畑、地積は８８９㎡で、６筆の合計は７，４０１㎡と

なっています。

貸付期間は、平成２７年４月１日から平成３６年１２月１４日までで、使用貸

借のため小作料金は発生しません。



借り人は、Ｍ・Ｗさん、Ｓ自治会在住の方です。

経営状況は、世帯員２名、従事者２名、自作地７，９１１㎡、小作地５，００

０㎡で、水稲、野菜を主体とした経営をされています。

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、２ｔトラック、軽トラッ

ク、トラクター各１台、管理機２台となっています。

受付番号４８５号から５０８号の、担当調査員は、１９番 鈴委員です。

次の受付番号５０９号、５１０号の貸し人は、Ｏ・Ｅさん、Ｓ自治会在住の方

です。

申請地は、５０９号が城元字大田中１，１５０番３、地目田、地積は１，４９

９㎡、５１０号が城元字秋辻北平２，８７０番１、地目は畑、地積は３，６３２

㎡で、２筆の合計は５，１３１㎡となっています。

貸付期間は、平成２７年３月２１日から平成３６年１２月１４日までで、使用

貸借のため小作料金は発生しません。

借り人は、Ｏ・Ｔさん、Ｓ自治会在住の方です。

経営状況は、世帯員２名、従事者２名、小作地５，１３１㎡で、水稲、シキミ

を主体とした経営をされています。

農業従事日数は１５０日で、農業機械の所有状況は、トラクター、田植機、軽

トラック、各１台、管理機２台となっています。

次の受付番号５１１号の貸し人は、Ｎ・Ｋさん、Ｍ自治会在住の方です。

申請地は、城元字今宮ノ上９８５番１、地目田、地積は１，３１０㎡となって

います。

貸付期間は、平成２７年４月１日から平成２９年１２月１４日までで、小作料

金は２６，０００円となっています。

借り人は、Ｍ・Ｋさん、Ａ自治会在住の方です。

経営状況は、世帯員２名、従事者２名、自作地２８，６３０㎡、小作地４，６

７５㎡で、ネギを主体とした経営をされています。

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター、管理機、動

噴、芋掘り機、軽トラック各１台となっています。

受付番号５０９号から５１１号までの、担当調査員は、２０番 本釜委員です。

以上です。

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、順次、担当調査員の調査報告をお

願いいたします。

先ず、受付番号４８４号についてを、１８番 樋渡委員、お願いいたします。



１８番

樋渡委員

報告します。この物件は、先月利用権設定を組んだばっかりの物件なんですが、

これはＭ・Ｔさんが、Ａ・Ｓさんと利用権設定を先月組んだばっかりなんですが、

その後、何かあったのか分かりませんが、作らせたくないということで、ハンコ

を押すときはにこにこして良いですよ言われたんですけれども、今回このように

上がって来てちょっとびっくりしたんですが、Ｍ・ＴさんとＯ・Ｍさんは親戚関

係で、Ｏ・Ｍさんは認定農家でもあり、農機具、それから圃場も良く管理されて

おりますので問題ないと思います。

議 長 ありがとうございました。

次に、受付番号４８５号から５０８号までを、１９番 鈴委員お願いいたしま

す。

１９番

鈴 委員

４８５号から５０８号までの３名分ですが、いづれも年金関係の、農業者年金

関係の親子間の契約でございますので、何ら問題は無いと思います。終わります。

議 長 ありがとうございました。

次に、受付番号５０９号から５１１号までを、２０番 本釜委員お願いいたし

ます。

２０番

本釜委員

報告いたします。

受付番号５０９号、５１０号のＯ・Ｔさんは役場に勤めておられ、親子関係で

あり、農業者年金関係による利用権設定のものであり、何ら問題は無いと思いま

す。

５１１番なんですか、Ｍ・Ｋさんは、Ｙ・Ｋに勤めておられますが、自分でも

ネギ等を出荷されております。こちらは中学校のテニスコートと道路の間にある

田んぼなんですが、雑草地でありました。そこを借りたいということでＯＫを貰

いましたので。認定農業者でもあり、何ら問題は無いと思いますので、よろしく

お願いいたします。

議 長 ありがとうございました。

ただいま、各調査員から調査報告がありましたが質疑はありませんか。

委 員 （委員の中から「なし」の声）

議 長 質疑なしと認めます。

これから、議案第４０号のうち、受付番号４８４号から５１１号までを採決し

ます。

お諮りします。



議案第４０号のうち、受付番号４８４号から５１１号については、原案のとお

り決定することにご異議ありませんか。

委 員 （委員の中から「異議なし」の声）

議 長 異議なしと認めます。

したがいまして、議案第４０号のうち、受付番号４８４号から５１１号につい

ては、原案のとおり決定しました。

議 長 ここでしばらく休憩をいたします。

議 長 休憩を閉じて、会議を再開します。

議 長 次に「議案第４１号 非農地証明願いについて」を議題とします。

事務局の説明お願いします。

事務局 それでは、「議案第４１号 非農地証明願いについて」を説明いたします。

受付番号１０号の申請人は、Ｍ・Ｔさん、Ｂ自治会在住の方です。

申請地は、１件目が田代麓字久木野５，１６６番２４５、地籍は７９３㎡、地

目は台帳畑、現況宅地となっています。２件目が、田代麓字久木野５，１６６番

２４６、地積は４３６㎡、地目は台帳田、現況雑種地となっています。３件目が、

田代麓字久木野５，１６６番２４７、地積は３３３㎡、地目は台帳田、現況山林

となっています。４件目が、田代麓字久木野５，１６６番４１１、地積は１，３

４８㎡、地目は台帳畑、現況山林となっています。４筆の合計は、２，９１０㎡

となっています。

この件の担当調査委員は、２番 基委員です。

以上です。

議 長 ただいま事務局から説明がありましたが、担当調査員の調査報告を

２番 基委員お願いいたします。

２ 番

基 委員

報告いたします。

今月の１７日、９時３０分より、事務局３人、Ｔさん、私と５人で現地を視て

参りました。この地図にありますとおり申請地の２４５、これが宅地でありまし

て、他は全部山林みたいな感じで、農地とは認められないような状況でした。４

１１番は、この長細いこれですけれども、右上にありますけれども、これはもう

道も無い、分からないような状態で、６０年頃から耕作されていない、クヌギが



植えてあって、雑木林と一緒に、まるで山林でした。ということで、非農地と認

めざるを得ないのかなという結果でした。終わります。

議 長 ありがとうございました。

ただいま、調査報告がありましたが、質疑はありませんか。

委 員 （委員の中から「なし」の声）

議 長 質疑なしと認めます。

これから、「議案第４１号 非農地証明願いについて」を採決します。

お諮りします。

議案第４１号については、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

委 員 （委員の中から「異議なし」の声）

議 長 異議なしと認めます。

したがいまして、「議案第４１号 非農地証明願いについて」は、原案のとお

り決定しました。

議 長 次に、「議案第４２号 錦江農業地域振興整備計画全体見直しについて」を議

題とします。

事務局の説明をお願いします。

事務局 それでは、「議案第４２号 錦江農業地域振興整備計画全体見直しについて」

説明をいたします。

現在の錦江農業地域振興整備計画は、合併時に旧大根占、旧田代のそれぞれの

農業地域振興整備計画を合体させた形で作成されました。その後、部分的には見

直し等はされておりましたが、全体的な見直しはされていませんでした。

そのため現況とは違うところが大分出て来ていたため、今回全体的な見直しを

行うため、農業員会の意見を求められているところです。

お手元に配布しました地図をご覧ください。

青の実線で囲んだ所が田、黄色の実線で囲んだ所が畑となっていますが、今回

外したところは国号２６９号線から海側の山之口交差点からコメリまでの旧道

に囲まれた農地と毛下自治会周辺の農地、田代地区の郷原のタバコの旧共同乾燥

場周辺の農地が外れています。

又、地区によって、現在荒れている農地についても、今回は外してあります。

詳しい地番についてはお手元に配布してありますのでお目通しをお願いしま

す。 以上です。



議 長 ただいま事務局から説明がありましたが、しばらく資料にお目通しをお願いし

ます。

しばらく休憩します。

議 長 休憩前に引き続き、会議を開きます。

何か、質疑、意見等はありませんか。

委 員 （委員の中から「なし」の声）

議 長 質疑なしと認めます。

これから、「議案第４２号 錦江農業地域振興整備計画全体見直しについて」

を採決します。

お諮りします。

議案第４２号については、原案のとおり見直すことにご異議ありませんか。

委 員 （委員の中から「異議なし」の声）

議 長 異議なしと認めます。

したがいまして、「議案第４２号 錦江農業地域振興整備計画全体見直しにつ

いて」は、原案のとおり見直すことに異議がない旨、答申することに決定しまし

た。

議 長 以上で、平成２７年３月錦江町農業委員会定例総会の附議事項の協議を終了い

たします。

錦江町農業委員会会議規則第２３条第２号の規定により署名する。

会 長

１８番

１９番

議事録調整者 窪 和人


