
錦 江 町 農 業 委 員 会 １ １ 月 総 会 議 事 録 

 

 

○ 開催日時 平成２８年１１月２５日（金） 午後１時３０分から 

○ 開催場所 錦江町役場 庁議室 

○ 出席委員（１８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   欠 番 

〃       ７番  毛下 利美 

〃       ８番  寺田 郁哉 

〃       ９番  安水 純一 

〃      １０番  牧原  昇 

〃      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  山中  徹 

〃      １７番  鳥越 秀一 

〃      １８番  樋渡 俊信 

〃      １９番  鈴  一麿 

〃      ２０番  本釜 好子 

 

○ 欠席委員（１人） 

委員     １１番  元丸 敏朗 

 

 

○事務局職員  事務局長 窪 和人  書記 折久木まり子    

  



 

○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について 

 

  第２ 会務報告について 

 

  第３ 附議事項 

 

     議案第２４号  農地法第３条許可申請について 

 

     議案第２５号  農地法第５条許可申請について 

 

議案第２６号  農業経営基盤強化促進法第１５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２７号  農業経営基盤強化促進法第１５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 長  只今より平成２８年１１月錦江町農業委員会総会の議事を開会いたします。 

 本日は元丸委員が欠席でありますが、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２番 基委員と３番 厚ケ瀬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、質問等はありませんか。 

 

 

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２４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２４号について説明いたします。 

先ず、受付番号７号の譲渡人は、Ｔ・Ｏさん、Ｋ自治会在住の方です。 

申請地は、神川字火尻ケ山３７９８番３、台帳は田、地積は１，８６２㎡と 

なっています。 

一方、譲受人はＴ・Ｔさん、Ｋ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。 

Ｔさんの経営状況は、世帯員２名、労働力２名、自作地６，７３９㎡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、耕運機１台となっています。 

この件の担当調査員は、４番 水流委員です。 



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、４番  

水流委員お願いします。 

 

４番 

水流委員 

はい。報告いたします。 

受付番号７号のＴ・ＯさんとＴ・Ｔさんは親子関係であり、贈与による所有権

移転となっています。今、Ｔさんの方は甘藷、ジャガイモ、後、インゲン等の露

地野菜等を作ってみえます。圃場の方も綺麗にしておりますので、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、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 

この自作地が６，７３９㎡あるんだが、この田んぼだけを３条申請するんです

か。全部じゃないの。 

事務局 いえ。お父さん名義だったのはすでにＴさんに名義変更されております。１件

お母さんのＯさんの名義が残っていまして、親族の方が名義をお母さんも高齢な

ので直したらどうかということで、今回申請されるところです。自作地について

は全て同じ世帯ですので。 

 

１９番 

鈴 委員 

６，７３９㎡あるのに、田んぼしかされないんだろうかと思ったもんですから。

分かりました。 

議 長 他にありませんか。 

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２４号を採決します。 

お諮りします。 

議案第２４号は、原案のとおり許可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２４号については、原案のとおり許可することに決定

しました。 

 

議 長 議案第２５号 農地法第５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２５号について説明いたします。 

受付番号７号については、太陽光発電設備のための転用申請となっています。 

申請人は(株)Ｓ・ＫさんとＡ・Ａさんの連名による申請となっています。 

申請地は神川字大辻４１２１番４０、地目は畑、地積は７，４０９㎡と、神川

字中峠４，１１８番１、地目は畑、地積は１２，９４１㎡のうち１０，３８６㎡

となっています。 

この中で４，１２１番４０については、前回２月に審議して頂いた物件ですが、

許可を受けた (株)Ｅ・Ｐが、他の事業に資金を使いたいということで、このＳ・

Ｋに権利を売ったと、事業承継となっております。それから４，１１８番１につ

いては前回許可を受けたところの追加事業として申請されたものです。 

６頁から９頁にかけて、位置図、配置図等を添付してありますので、お目通し

をお願いしたいと思いますが、特に９頁の方を見て頂きますと、前回申請地、今

回申請地ということで、写真の方を添付してありますのでご覧下さい。 

この件の担当調査員は、４番 水流委員です。 

以上です。 

 

議 長 ただいま説明がありましたが、調査報告を４番 水流委員お願いいたします。 

 

 

４ 番 

水流委員 

 はい。報告いたします。 

 １１月の１８日、事務局２人と徳永委員４人で現地の方を確認に行きました。 

 これは前回と一緒で、太陽光発電施設による農地の転用です。２月の定例会で

申請がありました部分の東側になります。９頁の方を見てもらえば分かるんです

けれども、今度は追加事業となっております。面積の方も実際５枚あって、その

内の４枚ということで、法面等も多い関係で、そんなにはないのかなあとは思う

んですけれども。後、排水関係ですが、側溝等を利用して分散するということで

した。前回の工事で一部道路側があふれたりして、畜産施設の方に流れ込んだと

ういうこともあるんですけれども、その時は側溝に石が詰まっていたということ

で、それで排水等が悪かったということで、雨が降ってどれくらい水が出るか分

かりませんが、道路側にふとん籠等を設置して排水があふれないようにしてあり



ますので、皆様の協議の方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。 

ただいま、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。 

 

２ 番 

基 委員 

真ん中に挟まった土地は何ですか。一体にしてすればと思うんですが。 

事務局 実はですね、今回申請をする土地の、５頁を見て頂ければと思うんですが、面

積１７，７９５㎡なんです。そして全体をすれば追加工事なので、７，４０９㎡

と足してしまうと２万㎡をちょっと超えるんです。そうなると会長許可ではなく

て、県許可になるということで話をしたところ、分筆をしてこの部分だけを転用

したいという申請が挙がって来たものです。 

 

２ 番 

基 委員 

将来はここも挙がって来るんですか。 

 

 

事務局 そこは将来的には何らかの形であるかもしれませんが、何とも言えないです。 

今回の申請では、測量をして分筆されてということで。 

 

１２番 

鍋 委員 

今回ののに、その１枚を追加して申請されれば、今度は県許可になるんですか。 

 

 

事務局 いえ。追加工事でなければ別途の転用許可となりますので、今回は前回の太陽

光発電の経済産業省のＩＤというのがあって、それを同じものを使われるという

ことで、追加工事ということで、一連の工事ということで、もう一体として見な

いといけないということで面積を合算しますけれども、この残った農地を、例え

ば工事が完了後に全然違うものとして転用の申請をされた場合は、その農地だけ

を見ますので、２万㎡を超えないということになります。どういう形で転用の許

可申請をされるかですね。今の段階では何とも言えないところです。 

 

議長 他にありませんか。 

 

 

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２５号を採決します。 

お諮りします。 

議案第２５号は、原案のとおり許可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２５号については、原案のとおり許可することに決定

しました。 

議 長 次に、議案第２６号 農業経営基盤強化促進法第１５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いたします。 

 

事務局 先ず、議案第２６号のうち、受付番号５号について説明いたします。 

受付番号５号の譲渡人は、Ｍ・Ｚさん、Ｈ自治会在住の方です。 

申請地は田代川原字鎮守ケ迫５，９３２番、地目は畑、地積は２，９１１㎡、

田代川原字鎮守ケ迫５，９３６番１、地目は畑、地積は６８１㎡、田代川原字鎮

守ケ迫５，９３６番２、地目は畑、地積は３２６㎡、田代川原字鎮守ケ迫５，９

３６番３、地目は畑、地積は２５２㎡、田代川原字鎮守ケ迫５，９３６番４、地

目は畑、地積は１，４９５㎡、田代川原字鎮守ケ迫５，９３７番、地目は畑、地

積は２，８７５㎡、田代川原字菖蒲ケ迫５，９６８番１、地目は畑、地積は５５

９㎡、田代川原字菖蒲ケ迫５，９６８番２、地目は畑、地積は４４９㎡、田代川

原字菖蒲ケ迫５，９６８番３、地目は畑、地積は１，６４４㎡で、９筆の合計は

１１，１９２㎡となっています。 

 

次の受付番号６号の譲渡人は、Ｍ・Ｓさん、Ｈ自治会在住の方です。 

申請地は、田代川原字鎮守ケ迫５，９３３番、地目は畑、地積は２，８９５㎡

となっています。 

 

次の受付番号７号の譲渡人は、Ｍ・Ｙさん、Ｈ自治会在住の方です。 

申請地は田代川原字鎮守ケ迫５，９３８番１、地目は畑、地積は１，０１２㎡、

田代川原字菖蒲ケ迫５，９６７番１、地目は畑、地積は１，１９１㎡、田代川原

字菖蒲ケ迫５，９６７番２、地目は畑、地積は１，４４８㎡で、３筆の合計は３，

６５１㎡となっています。 



受付番号５号から７号までの譲受人は公益財団法人 県地域振興公社となっ

ていますが、それぞれ県地域振興社が農地中間管理事業特例事業で一旦買入を

し、３年後に売り渡すものです。 

３年後の買入予定者はＩ・Ｍさん、Ｂ自治会在住の方が買入予定となっていま

す。 

受付番号５号から７号までの担当調査員は、１４番 貫見委員です。 

 

次の受付番号８号の譲渡人は、Ｅ・Ｙさん、Ｋ市在住の方です。 

申請地は馬場字西ノ下８８７番、地目は田、地積は８１３㎡と馬場字西ノ下８

９７番１、地目は田、地積は１，０４３㎡で、２筆の合計は１，８５６㎡となっ

ています。 

この件についても、県地域振興公社が一旦買入をして３年後売り渡すもので

す。 

３年後の買入予定者は、(株)Ｔ・Ｆさんです。 

この件の担当調査員は、８番 寺田委員です。 

 

次の受付番号９号の譲渡人は、公益財団法人 県地域振興公社です。 

申請地は、神川字大馬瀬３２４番２、地目は田。地積は７４８㎡、神川字大馬

瀬３２６番１、地目は田。地積は４０８㎡で、２筆の合計は１，１５６㎡となっ

ています。 

譲受人は、Ｎ・Ｙさん、Ｋ自治会在住の方です。 

Ｎ・Ｙさんの経営状況は、世帯員３名、農業従事者２名、自作地１５，０９６

㎡、小作地２１，６９１㎡で、露地野菜を主体とした経営をされています。 

 

次の受付番号１０号の譲渡人は、公益財団法人 県地域振興公社です。 

申請地は、神川字諏訪ノ前３７３番、地目は田、地積は１，２８６㎡、神川字

諏訪ノ前３７４番１、地目は田、地積は４８１㎡で、２筆の合計は１，７６７㎡

となっています。 

この件についても、県地域振興公社が一旦買入をして３年後売り渡すもので

す。 

譲受人は、Ｆ・Ｍさん、Ｋ自治会在住の方です。 

Ｆ・Ｍさんの経営状況は、世帯員５名、農業従事者２名、自作地１３，３４９

㎡、小作地２８，５９８㎡で、肉用牛、露地野菜を主体とした経営をされていま

す。 

受付番号９号、１０号の担当調査員は、１６番 山中委員です 

以上です。 

 



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

します。 

先ず、受付番号５号から７号について、１４番 貫見委員お願いいたします。 

 

１４番 

貫見委員 

 

はい。ご報告いたします。 

１１月の９日に事務局とＩ・Ｍさんを交えまして現地確認をしました。先ほど

事務局から説明があったとおりでございまして、３年後にＩ・Ｍさんに譲り渡す

ということになっております。価格は１０ａ当り○万円だったそうでございま

す。Ｉさんは後継者もおられますので、何ら問題は無いかと思います。受付番号

５号、６号、７号一緒でございますので、よろしくお願いいたします。終わりま

す。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に、受付番号８号について、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。 

１１月の７日に事務局と私と現地調査をいたしました。現地はパチンコ屋と上

山種苗の間をずっと上がった山手のちょっと下の所になります。これは利用権が

入っていまして、利用権が切れるというで、そうしたらＥさんの方から作ってい

るＴ・Ｆさんに買ってもらえないかと話が出まして、Ｔ・Ｆさんが公社を使って

３年後に買受けるということでした。どうしてもこのＥさんの方が買ってくれと

言われたそうで、反当○○万円で３年後に買受けるということでした。以上です。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に、受付番号９号、１０号について、１６番 山中委員お願いいたします。 

 

１６番 

山中委員 

９号のＮ・Ｙさんですが、園芸を中心に親子３人でやっていらっしゃいます。

キャベツとかレタスを中心にやっていらっしゃいます。ここは○○万円で買い上

げました。 

続きまして１０号のＦ・Ｍさんですが、生産牛を中心に、今最も輝いている青

年じゃないかと思います。ここは○○万○千円です。 

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２６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２６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２７号 農業経営基盤強化促進法第１５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１５６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６回に分けて行い、事

務局説明と調査員の報告は継続の案件を省略し、新規のみの案件だけとして、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２７号のうち、受付番号１８１号から２２７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２７号のうち、議案第１８１号から２２７号までを説明いたし 

ます。 

受付番号１８１号から１９４号までは継続ですので省略いたします。 

まず、受付番号１９５号から１９８号までの貸し人はＫ・Ｋさん、Ｋ自治会在

住の方です。 

申請地は１９５号が、田代川原字宮前４５０番１、地目は田、地積は４２０㎡、



１９６号が、田代川原字宮前４５０番２、地目は田、地積は５２０㎡、１９７号

が、田代川原字江郷１８４５番２、地目は田、地積は１，２９０㎡、１９８号が、

田代川原字江郷１８４６番３、地目は田、地積は２，８６３㎡の内、２，３００

㎡で、４筆の合計は４，５３０㎡となっています。 

 貸付期間は平成２８年１２月１日から平成３３年１２月１４日までで、小作料

金は、１９５号、１９６号が全部で２，６００円、１９７号が２，４００円、１

９８号が４，６００円となっています。 

一方、借り人は、Ｙ・Ｙさん、Ｔ自治会在住の方です。 

Ｙ・Ｙさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者２名、自作地１，７１９㎡、

小作地１２，１４０㎡で、水稲、レンコン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、コンバイン、

田植機各１台、乾燥機２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１９９号から２０２号までは継続ですので省略いたします。 

 

次の２０３号の貸し人はＯ・Ｍさん、Ｏ府在住の方です。 

申請地は城元字横松５５３２番１、地目は畑、地積は３，００６㎡となってい

ます。 

 貸付期間は平成２８年１２月１日から平成３１年１２月１４日までで、小作料

金は２１，０００円となっています。 

一方、借り人は、Ｓ・Ｋさん、Ｋ自治会在住の方です。 

Ｓ・Ｋさんの経営状況は、世帯員３名、農業従事者３名、雇用が２人で２５０

日、自作地１３，１０５㎡、小作地９３，１３７㎡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４台、軽トラ

ック３台、甘藷掘り取り機２台、ダンプ１台となっています。 

この件の担当調査員は、 ９番 安水委員です。 

 

次の２０４号の貸し人はＵ・Ｆさん、Ｈ自治会在住の方です。 

申請地は田代麓字永山１２６３番１、地目は畑、地積は１，１１２㎡となって

います。 

 貸付期間は平成２８年１２月１５日から平成３８年１２月１４日までで、小作

料金は１０ａ当り７，０００円となっています。 

一方、借り人は、Ｏ・Ｍさん、Ｉ自治会在住の方です。 

Ｏ・Ｍさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者２名、自作地１４，２３８

㎡、小作地２１，４１９㎡で、水稲、甘藷、露地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、トラクター、コンバイン、

ツル払い機、掘り取り機、田植機各１台となっています。 

 

次の受付番号２０５号の貸し人はＴ・Ｔさん、Ｋ市在住の方です。 

申請地は田代麓字永山１２６４番２、地目は畑、地積は４０３㎡となっていま

す。 

 貸付期間は平成２８年１２月１５日から平成３３年１２月１４日までで、小作

料金は１０ａ当り７，０００円となっています。 

一方、借り人は、２０４号と同じ、Ｏ・Ｍさんです。 

 

次の受付番号２０６号の貸し人はＴ・Ｔさん、Ｈ自治会在住の方です。 

申請地は田代麓字永山１２６５番１、地目は畑、地積は１，３１８㎡となって

います。 

 貸付期間は平成２８年１２月１５日から平成３８年１２月１４日までで、小作

料金は１０ａ当り７，０００円となっています。 

一方、借り人は、２０４号と同じ、Ｏ・Ｍさんです。 

 

次の受付番号２０７号の貸し人はＩ・Ｔさん、Ｙ自治会在住の方です。 

申請地は田代麓字永山１２６５番２、地目は畑、地積は１，４３９㎡となって

います。 

 貸付期間は平成２８年１２月１５日から平成３８年１２月１４日までで、小作

料金は１０ａ当り７，０００円となっています。 

一方、借り人は、２０４号と同じ、Ｏ・Ｍさんです。 

 

次の受付番号２０８号の貸し人はＫ・Ｔさん、Ｈ自治会在住の方です。 

申請地は田代麓字永山１２６６番、地目は畑、地積は３，４００㎡となってい

ます。 

 貸付期間は平成２８年１２月１５日から平成３３年１２月１４日までで、小作

料金は１０ａ当り７，０００円となっています。 

一方、借り人は、２０４号と同じ、Ｏ・Ｍさんです。 

 

次の２０９号の貸し人はＯ・Ｓさん、Ｋ市在住の方です。 

申請地は田代麓字牧原川原２６５３.番２、地目は田、地積は７１４㎡となっ

ています。 

 貸付期間は平成２８年１２月１５日から平成３８年１２月１４日までで、小作

料金は３，０００円となっています。 



一方、借り人は、Ｙ・Ｈさん、Ｙ自治会在住の方です。 

Ｙ・Ｈさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者２名、自作地５，１７３㎡、

小作地６９，６８２㎡で、水稲、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、コンバイン、

モア、田植機、軽トラック各１台となっています。 

 

次の２１０号の貸し人はＮ・Ａさん、Ｈ自治会在住の方です。 

申請地は田代麓字永山１２７８番１、地目は畑、地積は１，２８１㎡となって

います。 

 貸付期間は平成２８年１２月１５日から平成３８年１２月１４日までで、小作

料金は１０ａ当り８，０００円となっています。 

一方、借り人は、Ｓ・Ｈさん、Ｓ自治会在住の方です。 

Ｓ・Ｈさんの経営状況は、世帯員４名、農業従事者４名、自作地１３，４１０

㎡、小作地６４，２８０㎡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２８０日で、農業機械の所有状況は、トラクター３台、芋掘り

機２台、コンバイン、田植機各１台となっています。 

 

次の２１１号の貸し人はＭ・Ｍさん、Ｎ自治会在住の方です。 

申請地は田代麓字上川路迫１３１５番１、地目は畑、地積は２，４５９㎡とな

っています。 

 貸付期間は平成２８年１２月１５日から平成３３年１２月１４日までで、小作

料金は１０ａ当り８，０００円となっています。 

一方、借り人は２１０号と同じ、Ｓ・Ｈさんです。 

 

次の２１２号の貸し人はＹ・Ｎさん、Ｏ自治会在住の方です。 

申請地は田代麓字永山１２７２番３、地目は畑、地積は１，６８９㎡となって

います。 

 貸付期間は平成２８年１２月１５日から平成３３年１２月１４日までで、小作

料金は１０ａ当り８，０００円となっています。 

一方、借り人は２０９号と同じ、Ｙ・Ｈさんです。 

次の２１３号の貸し人はＵ・Ｈさん、Ｈ自治会在住の方です。 

申請地は田代麓字永山１２７２番７、地目は畑、地積は１，１２４㎡となって

います。 

 貸付期間は平成２８年１２月１５日から平成３８年１２月１４日までで、小作

料金は１０ａ当り８，０００円となっています。 

一方、借り人は２０９号と同じ、Ｙ・Ｈさんです。 

 



次の２１４号の貸し人はＭ・Ｔさん、Ｏ自治会在住の方です。 

申請地は田代麓字永山１２８１番、地目は畑、地積は３，０２５㎡となってい

ます。 

 貸付期間は平成２８年１２月１５日から平成３８年１２月１４日までで、小作

料金は１０ａ当り８，０００円となっています。 

一方、借り人は２０９号と同じ、Ｙ・Ｈさんです。 

受付番号２０４号から２１４号までの担当調査員は、１２番 鍋委員です。 

 

次の受付番号２１５号から２２７号までは、継続の案件ですので資料をお目通

し下さい。 

以上です。 

 

 

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

します。 

先ず、受付番号１９５号から１９８号までについて、７番 毛下委員お願いい

たします。 

 

７ 番 

毛下委員 

報告します。 

Ｋ・Ｋさんは、今まで田んぼを作られていたんですけれども、もう作れないと

いうことでＹさんにお願いされました。Ｙさんは子供さんが多いもんですから、

手伝ってもらえるということでお願いされたそうです。小作料が少ないですが、

これは水利費を払ってもらえればそれで良いということでした。以上です。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に、受付番号２０３号について、９番 安水委員お願いいたします。 

 

９ 番 

安水委員 

はい。報告いたします。 

この借り人のＳ・Ｋさんは、加工用甘藷を主体に、キャベツ、長ネギ、ゴボウ

を耕作されております。大変やる気のある人で、農地があればまだまだ農地を増

やして行きたいと話しております。農地も綺麗にされており、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。 

次に、受付番号２０４号から２１４号までについて、１２番 鍋委員お願いい

たします。 

 



１２番 

鍋 委員 

はい。それでは説明をいたします。 

先ず２０４号から２０８号の場所ですが、南部開発で造成されました永山団地

の一角にあります。場所的には旧高校跡地を４００ｍぐらい過ぎた所から、三叉

路になっていますので、そこから左の方へ曲がって行って、又、３００ｍぐらい

進んだ所がこの永山団地ということになります。借り主のＯ・Ｍさんは奥さんと

２人で、多忙な時には雇用を頼みながら、今年は米で早期、普通合わせて１町４

反、カボチャを８反、生姜を２反、その他甘藷というような形で、手広く経営を

されています。これだけ広いと管理が気になったので畑等を見回らせて頂きまし

たが、しっかり管理をされていました。認定農業者でもあられ、要件もクリアさ

れていると認められました。 

次に、１つ飛んで２１０号、２１１号の説明をします。 

この２つの案件も場所は同じく永山団地の一角にあります。借り主のＳ・Ｈさ

んですが、水稲、甘藷を柱に、手広く経営をなされておられます。今回は私の分

は４反弱の再設定ですが、後ほど樋渡委員の関係でも出て参りますけれども、現

実的には中間管理機構分も合わせますと、この周辺だけでも３町５反歩以上耕作

されておられます。休憩時間に伺いましたが、家族の他にも雇用の方々と一生懸

命作業をなされておられました。認定農業者でもあられ、錦江町の定める要件も

クリアされておられると思われました。 

次に１つ前の２０９号、それから２１２、２１３、２１４号の説明をします。 

２０９号の場所は旧高校跡地を過ぎて、そのすぐ先を右折して橋を渡った左側

の方にあります。２１２，２１３，２１４号は、先ほどと同じく永山団地の一角

にあります。借り主のＹ・Ｈさんは、過去何度も取り上げられておりますけれど

も、生産牛３２頭の飼育を主体に米作りもされている農家です。１１月のセリで

は１４０万円台の子牛価格が挙がったり、又、秋季品評会では優秀な成績を納め

られるなど、息子さんと２人して熱心に頑張っておられます。町の定める条件、

管理状況等、意欲、能力、問題は無いというふうに思います。他の案件は継続で

す。以上、審議のほどよろしくお願いします。 

 

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２７号のうち、受付番号１８１号から２２７号までを採決し

ます。 



お諮りします。 

議案第２７号のうち、受付番号１８１号から２２７号までは、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２７号のうち、受付番号１８１号から２２７号までは、

原案のとおり決定しました。 

 

議 長 次に、議案第２７号のうち、受付番号２２８号から２３８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２７号のうち、議案第２２８号から２３８号までを説明いたし 

ます。 

 先ず、受付番号２２８号の貸し人はＩ・Ｋさん、Ｋ県在住の方です。 

申請地は神川字丸尾７３９０番、地目は畑、地積は６，０６１㎡のうち、４，

５６１㎡となっています。 

 貸付期間は平成２８年１１月２６日から平成３３年１２月１４日までで、小作

料金は６７，０００円となっています。 

一方、借り人は、Ｎ・Ｎさん、Ｙ自治会在住の方です。 

Ｎ・Ｎさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者２名、自作地６，２５７㎡

で、タバコ、加工用大根、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３台、トラッ

ク２台、軽トラック１台となっています。 

 

次の受付番号２２８号の貸し人はＩ・Ｋさん、Ｋ県在住の方です。 

申請地は神川字丸尾７３９０番、地目は畑、地積は６，０６１㎡のうち、４，

５６１㎡となっています。 

 貸付期間は平成２８年１１月２６日から平成３１年１２月１４日までで、小作

料金は２３，０００円となっています。 

一方、借り人は、Ｋ・Ｍさん、Ｋ自治会在住の方です。 

Ｋ・Ｍさんの経営状況は、世帯員３名、農業従事者２名、自作地９，６０２㎡、

小作地３，０８４㎡で、大根、インゲン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



各２台、大根掘り取り機、大根洗い機各１台となっています。 

受付番号２２８号、２２９号の担当調査員は１３番 徳永委員です。 

 

次の受付番号２３０号から２３４号までは継続の案件ですのでお目通し下さ

い。 

 

次の受付番号２３５号の貸し人はＯ・Ｋさん、Ｙ市在住の方です。 

申請地は田代川原字上荻ノ隅６０番、地目は田、地積は５０１㎡となっていま

す。 

 貸付期間は平成２８年１２月１日から平成３３年１２月１４日までで、小作料

金は籾 30ｋｇで１俵と１，４５０円となっています。 

一方、借り人は、Ｔ・Ｍさん、Ｓ自治会在住の方です。 

Ｔ・Ｍさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者１名、自作地９６６㎡で、

水稲を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は１８０日で、農業機械の所有状況は、トラクター１台となって

います。 

 

次の受付番号２３６号、２３７号の貸し人はＨ・Ｙさん、Ｈ自治会在住の方で

す。 

申請地は２３６号が田代川原字上荻ノ隅６１番１、地目は田、地積は２７２㎡、

２３７号が田代川原字上荻ノ隅６１番２、地目は田、地積は３０３㎡で、２筆の

合計は５７５㎡となっています。 

 貸付期間は平成２８年１２月１日から平成３３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。 

一方、借り人は、２３５号と同じ、Ｔ・Ｍさんです。 

 

次の受付番号２３８号の貸し人はＭ・Ｍさん、Ｔ都在住の方です。 

申請地は田代川原字平石前１０５番、地目は田、地積は１，４２８㎡となって

います。 

 貸付期間は平成２８年１２月１日から平成３３年１２月１４日までで、小作料

金は籾３０ｋｇで１俵と３，３９０円となっています。 

一方、借り人は、２３５号と同じ、Ｔ・Ｍさんです。 

受付番号２３５号から２３８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、各担当調査員の調査報告をお願い

します。 

先ず、受付番号２２８号、２２９号について、１３番 徳永委員お願いいたし

ます。 

 

１３番 

徳永委員 

はい。説明いたします。 

この畑、７３９０番の畑は、Ｋ・Ｍさんが口頭直接契約でＩさんと契約し 

て作業していた場所です。本人が労力不足ということで、その内の一部分を他の

方に、いわゆる又貸しですか。そういう形でされていましたので、それを今回、

農業委員会を通じて契約するという内容になった土地です。Ｋさんは、ここは現

場が３段になっていまして、その内の１段、１，５００㎡、残り２段をＮ・Ｎさ

んが作るということで話がまとまりました。小作料金ですが、口頭直接契約でこ

の６反歩を９万円で契約されておりましたので、それを新しい面積の按分で分け

て支払うという内容になっております。Ｎさんの方は、ご存じのとおり息子さん

が生産牛をされている関係で、息子さんと一緒に息子さん名義の畑を含めて耕作

をされております。Ｋさんは労力不足ということで少しずつ耕作地を減らして行

くということのようです。２人ともまだまだ自分の畑を含めて耕作されています

ので、問題は無いかと思います。よろしくお願いします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に受付番号２３５号から２３８号までについて、１４番 貫見委員お願いい

たします。 

 

１４番 

貫見委員 

２３５号から２３８号までの借り人のＴ・Ｍさんでございます。 

ここは前耕作していた人が、もう作らないということで探していたところ、Ｔ

さんの本人が作っている近くでございましたので、本人が作りたいということで

契約をしてもらいました。圃場も綺麗にしてありまして、又、息子さんが一緒に

住んでおられますので、休みの日には加勢をして圃場の方も綺麗にしてございま

すので、何ら問題は無いかと思います。よろしくお願いします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、各担当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２７号のうち、受付番号２２８号から２３８号までを採決し

ます。 

お諮りします。 

議案第２７号のうち、受付番号２２８号から２３８号までについては、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２７号のうち、受付番号２２８号から２３８号までに

ついては、原案のとおり決定しました。 

 

議 長 次に、議案第２７号のうち、受付番号２３９号から２８５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２７号のうち、受付番号２３９号から２８５号までについて 

説明いたします 

 受付番号２３９号から２４２号までは継続の案件ですので、お目通し下さい。 

 次の２４３号の貸し人はＩ・Ｔさん、Ｉ自治会在住の方です。 

申請地は田代麓字上川路迫１３１５番２、地目は畑、地積は１，９８６㎡とな

っています。 

 貸付期間は平成２８年１２月１５日から平成３３年１２月１４日までで、小作

料金は１０ａ当り８，０００円となっています。 

 

次の２４４号の貸し人はＧ・Ｈさん、Ｈ自治会在住の方です。 

申請地は田代麓字永山１２７８番２、地目は畑、地積は１，５６３㎡となって

います。 

 貸付期間は平成２８年１２月１５日から平成３３年１２月１４日までで、小作

料金は１０ａ当り８，０００円となっています。 

 

次の２４５号の貸し人はＭ・Ｔさん、Ｏ自治会在住の方です。 

申請地は田代麓字永山１２８２番、地目は畑、地積は３，１１８㎡となってい

ます。 

 貸付期間は平成２８年１２月１５日から平成３８年１２月１４日までで、小作



料金は１０ａ当り８，０００円となっています。 

 

次の２４６号の貸し人はＮ・Ｔさん、Ａ県在住の方です。 

申請地は田代麓字上川路迫１３１４番、地目は畑、地積は４７６㎡となってい

ます。 

 貸付期間は平成２８年１２月１５日から平成３８年１２月１４日までで、小作

料金は１０ａ当り８，０００円となっています。 

 

 受付番号２４３号から２４６号までの借り人は、２１０号と同じＳ・Ｈさんで

す。 

 

 次の２４７号の貸し人はＵ・Ｎさん、Ｉ自治会在住の方です。 

申請地は田代麓字中渡瀬１５７５番、地目は田、地積は４８４㎡となっていま

す。 

 貸付期間は平成２８年１２月１５日から平成３３年１２月１４日までで、小作

料金は１，５００円となっています。 

 借り人は、２０４号と同じＯ・Ｍさんです。 

 

次の２４８号の貸し人はＭ・Ｔさん、Ｏ自治会在住の方です。 

申請地は、田代麓字永山１２７２番４、地目は畑、地積は１，２９２㎡となっ

ています。 

 貸付期間は平成２８年１２月１５日から平成３３年１２月１４日までで、小作

料金は１０ａ当り８，０００円となっています。 

 借り人は、２０９号と同じＹ・Ｈさんです。 

 

次の受付番号２４９号から２５２号までの貸し人はＮ・Ｎさん、Ｋ自治会在住

の方です。 

申請地は２４９号が田代麓字谷添２１９３番２、地目は田、地積は１，３２５

㎡、２５０号が田代麓字飯牟田２２２１番、地目は田、地積は１，１７０㎡、２

５１号が田代麓字山ノ口２２４３番１、地目は田、地積は４８７㎡、２５２号が

田代麓字山ノ口２２４４番、地目は田、地積は８２㎡で、４筆の合計は３，０６

４㎡となっています。 

 貸付期間は平成２８年１２月１５日から平成３３年１２月１４日までで、小作

料金は全部で９，０００円円となっています。 

一方、借り人は、Ｙ・Ｙさん、Ｙ自治会在住の方です。 

Ｙ・Ｙさんの経営状況は、世帯員４名、農業従事者４名、自作地２８，１３１

㎡、小作地６２，７１９㎡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４台、軽トラ

ック３台、掘り取り機・ツル払い機各１台となっています。 

 

受付番号２４３号から２５２号の担当調査員は１８番 樋渡委員です。 

 

受付番号２５３号から２６５号までは継続の案件ですのでお目通し下さい。 

 

次の受付番号２６６号の貸し人はＫ・Ｍさん、Ｔ自治会在住の方です。 

申請地は馬場字柳ケ迫３１３８番３、地目は畑、地積は１，６４４㎡となって

います。 

 貸付期間は平成２８年１２月１５日から平成３３年１２月１４日までで、小作

料金は１０ａ当り１５，０００円となっています。 

一方、借り人は、Ｓ・Ｋさん、Ｓ自治会在住の方です。 

Ｓ・Ｋさんの経営状況は、世帯員８名、農業従事者３名、自作地５０，０５１

㎡、小作地１３５，５７７㎡で、甘藷、茶主体とした経営をされています。 

農業従事日数は３００日、雇用が１０人で８００日、農業機械の所有状況は、

トラクター５台、トラック４台、掘り取り機１台となっています。 

 

次の受付番号２６７号から２６９号までの貸し人はＨ・Ｍさん、Ｕ自治会在住

の方です。 

申請地は２６７号が馬場字柳ケ迫３１３８番１、地目は畑、地積は５７７㎡、 

２６８号が馬場字柳ケ迫３１３８番１０、地目は畑、地積は４２１㎡、２６９号

が馬場字柳ケ迫３１３８番１１、地目は畑、地積は４６９㎡で、３筆の合計が１，

４６７㎡となっています。 

 貸付期間は平成２８年１２月１５日から平成３３年１２月１４日までで、小作

料金は１０ａ当り１５，０００円となっています。 

一方、借り人は２６６号と同じ、Ｓ・Ｋさんです。 

受付番号２６６号から２６９号までの担当調査員は、１９番 鈴委員です。 

 

次の２７０号から２８５号までは継続の案件ですので、お目通しください。 

以上です。 

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

します。 

先ず、受付番号２４３号から２５２号までについて、１８番 樋渡委員お願い

いたします。 

 



１８番 

樋渡委員 

はい。報告いたします。 

２４３号、２４４号、２４５号、２４６号、２４８号、この圃場は永山団地な 

いの圃場です。Ｓ・Ｈさんは、先ほど鍋委員からも詳しい説明がありましたとお

り、圃場の管理もちゃんとされており、認定農家でもあり、先ず間違いない仕事

をされております。それから２４８号のＹ・Ｈさんも認定農家で、頑張っておら

れる方です。２４７号のＯ・Ｍさん、これはＯ・Ｍさんの圃場と隣接する田んぼ

でありまして、今まで他の人が耕作されていたんですが、作られないということ

でＯ・Ｍさんに相談したところ快く、私が作りますということで今回上がったも

のです。Ｏさんも認定農家であり、良く頑張っておられる方です。何ら問題は無

いと思います。それから２４９号から２５２号、これはＹ・Ｙさんですが、この

上山ノ口近辺だけでもＹさんは２町歩以上耕作されております。そしてこの圃場

も全部隣接する圃場です。今回も快くＹさんが耕作しますということで、利用権

設定がまとまりました。Ｙさんも認定農家でもあり、元農業委員でもあり、圃場

も大変綺麗に管理されており、何ら問題は無いかと思いますので、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。 

次に、受付番号２６６号から２６９号までについて、１９番 鈴委員お願いい 

たします。 

 

１９番 

鈴 委員 

はい。報告いたします。 

この２件は元々Ｍ・Ｋさんという、トラクター事故で亡くなられた方が借 

りられていた場所でございます。同じ甘藷グループのＳ・Ｋさんが引き受けると

いうことで、新規で契約をした部分でございまして、何ら問題は無いかと思いま

すので、よろしくお願いいたします。終わります。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、各担当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。 

 

５ 番 

平原委員 

継続なんだけれども、この２４２号の５万円というのは間違いじゃないの。 

１，２０６㎡で５万円というのがあるかなと思って。 

１６番 

山中委員 

ここは今までも５万円とういうことで。本人も良いということでそのままで

す。 



５ 番 

平原委員 

余りにも高くないけ。１反でしょう。 

事務局 鳥浜水田は意外と高いと言えば高いです。どうしても農地面積が少ないという

関係で。当初決めた金額がずっと続いてくると下げられないという状況で、中々

地主さんが下げてくれないというのもあります。 

 

５ 番 

平原委員 

それと健太郎君が借りた所。１０ａ当り１万５千円というのも高いんじゃない

の。 

１９番 

鈴 委員 

これも新しく借りた所は下げて来たんですが、元々前から借りていて、中々下

げれくれというのは難しかったり。 

事務局 どうしても地主さんが納得されないところもあるんですよ。下げるというの

に。 

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２７号のうち、受付番号２３９号から２８５号までを採決し

ます。 

お諮りします。 

議案第２７号のうち、受付番号２３９号から２８５号までについては、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２７号のうち、受付番号２３９号から２８５号までに

ついては、原案のとおり決定しました。 

 



議 長 ここで、１２番 鍋委員の退席を求めます。 

(鍋委員 退席) 

議 長 次に議案第２７号のうち、受付番号２８６号から２９３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２７号のうち、議案第２８６号から２９３号までを説明いたし 

ます。 

まず、受付番号２８６号の貸し人はＮ・Ｙさん、Ｓ自治会在住の方です。 

申請地は田代麓字長尾３３１０番１、地目は畑、地積は２，３１７㎡となって

います。 

 貸付期間は平成２８年１２月１５日から平成３３年１２月１４日までで、小作

料金は１０ａ当り５，０００円となっています。 

一方、借り人は、１８１号と同じ(株)Ｔ・Ｆさんです。 

 

次の受付番号２８７号から２９２号までの貸し人はＮ・Ｙさん、Ｓ自治会在住

の方です。 

申請地は２８７号が田代麓字扇畠３４４７番３、地目は畑、地積は４，５７２

㎡のう２，２００㎡、２８８号が田代麓字扇畠３４４８番１、地目は畑、地積は

５，４３６㎡のうち２，５００㎡、２８９号が田代麓字扇畠３４４８番２、地目

は畑、地積は２７９㎡、２９０号が田代麓字扇畠３４５８番３、地目は畑、地積

は１，６５６㎡、２９１号が田代麓字扇畠３４５８番５、地目は畑、地積は２，

６４０㎡、２９２号が田代麓字扇畠３４５９番２、地目は畑、地積は２，１８７

㎡で、６筆の合計が１１，４６２㎡となっています。 

一方、借り人は、２０３号と同じＳ・Ｋさんです。 

 

次の受付番号２９３号については、継続の案件ですのでお目通しください。 

 

受付番号２８６号から２９３までの担当調査員は、１８番 樋渡委員です。 

 

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１８番 

樋渡委員お願いをお願いします。 

 



１８番 

樋渡委員 

報告いたします。 

先ず２８６号の場所は国道４４８号を田代の方に向かって行って、田代の入り 

口の田代境を過ぎた所です。この付近が長尾地区の側面にありまして、ブロイラ

ー農家の方が借りていましたが更新打ち切りとなったため、近くで１町歩ほどネ

ギやキャベツを栽培しているＴ・Ｆさんに相談したところ、成立しました。Ｔ・

Ｆさんは会社組織で大々的に農業をされております。錦江町の定める条件を全て

クリアされていますので、何ら問題は無いと思います。 

 次に２８７号から２９２号までについて、場所は先程説明した所の近くなんで

すが、田代を上がって来て、お茶の記念碑が建っている通りをちょっと過ぎて左

側の上は砂利採石場があります。その下の圃場です。この土地は茶畑で抜根事業

を活用して、借り主を探していたところＳ・Ｋさんとの間で成立したところです。

今までもＳ・Ｋさんは挙がって来た所ですが、認定農家でもあり、甘藷等を主体

に大々的に農業をされている方です。何ら問題は無いかと思います。以上です。

終わります。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、担当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２７号のうち、受付番号２８６号から２９３号までを採決し

ます。 

お諮りします。 

議案第２７号のうち、受付番号２８６号から２９３号までについては、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２７号のうち、受付番号２８６号から２９３号までに

ついては、原案のとおり決定しました。 

議 長 ここで１２番 鍋委員の入室、１８番 樋渡委員の退席を求めます。 

(鍋委員 入室、樋渡委員 退室) 

 



議 長 次に議案第２７号のうち、受付番号２９４号から２９６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２７号のうち、議案第２９４号から２９６号までを説明いたし 

ます。 

まず、受付番号２９４号の貸し人はＨ・Ｔさん、Ｉ自治会在住の方です。 

申請地は田代麓字ホケノ頭１２８６番、地目は畑、地積は１，５２９㎡となっ

ています。 

 貸付期間は、平成２８年１２月１５日から平成３３年１２月１４日までで、小

作料金は１０ａ当り８，０００円となっています。 

一方、借り人は、２１０号と同じＳ・Ｈさんです。 

 

次の受付番号２９５号の貸し人はＵ・Ｋさん、Ｏ市在住の方です。 

申請地は、田代麓字尾ノ後２４１０番１、地目は田、地積は１，６２６㎡とな

っています。 

一方、借り人は、農事組合法人 Ｋ・Ｅさん、Ｉ自治会に拠点を置く法人です。 

Ｋ・Ｅさんの経営状況は、構成員６名、雇用が７人で７０日、 

農業機械の所有状況は、コンバイン３台、トラクター２台、田植機１台、乾燥

機６台となっています。 

 

次の受付番号２９６号の貸し人はＴ・Ｔさん、Ｈ自治会在住の方です。 

申請地は田代麓字洗切２０５４番１１、地目は田、地積は１，７８２㎡となっ

ています。 

一方、借り人は２９５号と同じ、農事組合法人Ｋ・Ｅさんです。 

受付番号２９４号から２９６までの担当調査員は、１２番 鍋委員です。 

 

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１２番 

鍋委員お願いをお願いします。 

 

１２番 

鍋 委員 

はい。説明いたします。 

この場所につきましては先程来説明しておりますとおり永山団地の一角にあ 

ります。話を伺いましたところ、先ほどＭ・Ｋさんという方が亡くなられたとい

う話がありましたけれども、その方がこの土地を借りておられたそうです。その

時に隣接していたところがＳさんだとういうことで、次回の利用権設定をするま



では相対で借りておられたということで、今回、新たに利用権設定をされたとい

うことでした。Ｓさんは認定農業者でもありますし、先程来申し上げますとおり、

町の定める要件はクリアされていると認められますので、問題は無いというふう

に思います。 

 次の２９５，２９６号ですが、ここの場所は国道４４８号線を大原方面に向か

って行きますと、役場周辺より約２．５ｋｍぐらい先にゴルフの練習場が左手に

あります。その練習場への取り付け道路の少し手前側に国道を挟んで、右と左に

それぞれあります。借り主となる上部えい農組合は、上部地区５集落の担い手を

中心とした方々が、樋渡組合長以下、役員の方が６名、それと各集落からの方々

で補助員として１６名ほどおられるということでした。水稲の受委託を中心に活

動されておられ、組合でも１．６町歩の水稲の作付けと園芸としてカボチャや里

芋等を中心に取り組んでおられるそうです。今回、地区内の組合員の方々からの

要望として引き受けられたということでした。この組織は他からも注目されるほ

どしっかりしておりまして、錦江町で定める要件等、何ら問題は無いというふう

に思います。よろしくお願いします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、担当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２７号のうち、受付番号２９４号から２９６号までを採決し

ます。 

お諮りします。 

議案第２７号のうち、受付番号２９４号から２９６号までについては、原案の

とおり決定することにご異議ありませんか。 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第２７号のうち、受付番号２９４号から２９６号までに

ついては、原案のとおり決定しました。 

議 長 ここで、１８番 樋渡委員の入室を求めます。 

(樋渡委員 入室) 

 



議 長 次に議案第２７号のうち、受付番号２９７号から３３６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２７号のうち、受付番号２９７号から３３６号までについて 

説明いたします 

 

この案件につきましては、中間管理事業により県地域振興公社が中間管理権を取

得しようとするものです。 

 配分計画案も配布してありますので、そちらをお目通し下さい。 

 表の中ほどに、再配分条件、その右に再配分予定者が記載してあります。 

 一番右側に協力金の該当欄があり、経営転換、耕作者協力金に該当する物は記

載があります。 

 契約年数の所を見て頂きたいんですが、１０年というのが基準でございますけ

れども、未登記の部分が５年、Ａ＆Ａ、自分のものを中間管理機構に預けて借り

るとものですが、これが６年という基準でしてございます。そして１番から３４

番までの案件につきましては地域集積協力金の対象となるものでございます。 

受付番号２９７号から３３６号までについては、契約期間が１２月３１日から

ということになっておりますが、ちょっと変則な形なんですが、随期１期につき

ましては、今年までに契約した物については２８年度の対象とするということ

で、随期の１期ということで特別に設けられた期でございます。そして２８年度

集積の実績にあたるということで、１２月３１日からの貸付開始日ということに

まっております。 

以上です。 

  

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、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２７号のうち、受付番号２９７号から３３６号までを採決し

ます。 

お諮りします。 

議案第２７号のうち、受付番号２９７号から３３６号までについては、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２７号のうち、受付番号２９７号から３３６号までに

ついては、原案のとおり決定しました。 

 

議 長 以上で、平成２８年１１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。 
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