
○ 令和２年６月２５日（木）　　　午後１時３０分から

○ 錦江町役場　会議室

○ （農業委員15人、農地利用最適化推進委員9人）

欠席

○

番

安水　峯晴

○

出席委員

開催日時

１４番

１５番

本釜　好子

欠席委員（農業委員　人、農地利用最適化推進委員1人）

農用地利用最適化推進委員

１０番

９番

事務局職員　　事務局長　落司　毅　　　書記　折久木　まり子

委員　

委員

委員

委員

１１番

１２番

宿利原　勝吉

鈴　一磨

元丸　敏朗

貫見　和洋

毛下　利美

内薗　雄治

宿利原　進

内薗　政文

山中　徹

水流　佳文

竹原　政洋

寺田　郁哉

１番

２番

３番

４番

５番

６番

７番

８番 安水　純一

錦江町農業委員会６月定例総会会議録

開催場所

会長

代理

委員

委員

委員

委員

平原　榮

委員

委員

委員

鍋　康博

鳥越　秀一

徳永　哲朗

坂元　博美

委員

委員

委員

１３番

安水　峯晴

西川　健児

折小野　道男

横原　利己

弓指　義洋

農地利用最適化推進委員

農地利用最適化推進委員

農地利用最適化推進委員

農地利用最適化推進委員

農地利用最適化推進委員

農地利用最適化推進委員

農地利用最適化推進委員

農地利用最適化推進委員

農地利用最適化推進委員



○　

１、

２、 8 番

３、

４、

議事録署名人の指名について

会務報告について

号

議案第 14 号 錦江農業振興地域整備計画の変更（用途区分変更）について

議事

会長あいさつ

第１

第２

議事日程

議案第 12 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 13

農地法第５条許可申請について

第３ 附議事項

議案第 11

議案第 10 号 農地法第３条許可申請について

安水　純一 委員農業委員憲章朗読

開会

号
農業経営基盤強化促進法第１５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



番

委　員

議　長 　異議なしと認めます。
　したがいまして、議案第10号については、原案のとおり許可することに決定いたしました。

　次に、議案第11号「農地法第５条の許可申請について」を議題といたします。
　事務局の説明をお願いします

議　長

議　長

委　員

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。

徳永委員

　委員から「無し」の声

　質疑なしと認めます。これから議案第10号を採決いたします。
　お諮りします。議案第10号については、原案のとおり許可することにご異議ありませんか。

　委員の中から「異議なし」の声

　ただ今事務局から説明がありましたが、調査報告を5番　徳永委員お願いします。

　この件は1年前にお母様がなくなられ、1年間空き家になっていた状態です。譲受人の○○さん
は料理人をされておりまして、○○の婿さんです。この家の隣の畑といいますか、菜園ですね。そ
れを含めての売買という事です。何ら問題はないと思います。そもそも家庭菜園として使用されて
いた場所でございます。よろしくお願いします。

120

空き家バンク登録宅地に隣接する農地の購入

大字 小字 地番

購入経緯

4

譲渡人 氏名

申請地
地積（㎡）

神川

地目

畑

譲受人

発言なし

　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。
　議案第10号「農地法第3条の許可申請について」を議題といたします。
　事務局の説明をお願いいたします。

　ただ今の会務報告について質問等はありませんか。

1

氏名

　１ページの「会務報告を説明」

　それでは、議案第10号について説明いたします。３ページをご覧ください。

所在 神川上

所在 神奈川県

宮ノ前 3115 番地

議　長 　ただ今より令和２年６月錦江町農業委員会の議事を開会いたします。
　安水推進委員が欠席でございますが、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いたします。
　
　それでは、錦江町農業委員会規則第２３条第２項の規定により、本日の会議録署名委員に
　２番　鈴委員と３番　鍋委員を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。

　次に、「会務報告について」を議題といたします。
　事務局からの説明と報告をお願いいたします。

事務局

議　長

全委員

議　長

事務局

受付番号



番

番受付番号 1

内薗委員

議長 　ありがとうございました。ただ今担当委員から報告がありましたが、質疑はありませんか。

譲受人 氏名 所在 神川上自治会

議　長

事務局

議　長

申請地
大字 小字

一般住宅建設（贈与による所有権移転）

　異議なしと認めます。
　従いまして、議案第11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。

　次に、議案第12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）の錦江町に対する要請について」を議題といたします。　事務局の説明をお願し
ます。

　議案第12号について説明いたします。※12～13ページを説明。

　ただいま事務局から説明がありましたが、担当の徳永委員の報告をお願いします。

譲渡人 氏名 所在 宿利原自治会

議長 　ただ今事務局から説明がありましたが、調査報告を内薗委員お願いします。

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11号について採決いたします。
　
　お諮りします。議案第11号については、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」のこえ）

地番 地目 地積（㎡）

神川 屋敷迫 7430

徳永委員

番地 畑 3,127

購入目的 規模拡大による飼料畑の確保

　報告いたします。今月の19日に事務局2名並びに寺田委員と現地を調査いたしました。ただ今
説明があったように、親子での所有権移転という事と、贈与後、一般住宅を建築するという事で
の申請であります。この土地については第3種農地でもありますので何ら問題はないかと思いま
す。

事務局 　議案第11号を説明いたします。6ページをご覧ください。

譲渡人 氏名

所在

地目 地積（㎡）

馬場 鳥井戸ノ上

譲受人 氏名

359

転用目的

受付番号 6

大字 小字 地番
申請地

番地 2 田 414

鹿屋市

所在 鳥井戸

　この件は2月に○○さんのほうからこの土地を買いたいとの、申請があったことでありまして、そ
れ以降交渉いたしまして成立したところです。○○さんの牛舎の隣、連続した土地でありますの
で何ら問題はないかと思います。

鈴委員 　飼料畑として利用されるのでしょうか。

徳永委員 　現状は3段になっておりますが、その通りだと聞いております。

議長 　ありがとうございました。ただ今徳永委員から報告がありましたが、質疑はありませんか。



番

まで

円賃借料 年間

委　員

議　長

事務局

委　員

議　長

譲受人

　（委員の中から「異議なし」のこえ）

　異議なしと認めます。
　従いまして、議案第12号については原案のとおり決定しました。

　次に、議案第13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）の錦江町に対する要請について」を議題といたしますが、ここでお諮りいたしま
す。
　この議案については、資料のとおり25筆の審査に加え、委員の退席を求めなければならない案
件もあることから、4回に分けて審議したいと思いますが、ご異議ありませんか。

　議案第13号の２５番から３３番について説明いたします。※15～16ページを説明。

　（委員の中から「無し」の声）

　質疑なしと認めます。
　これから議案第12号について採決いたします。
　
　お諮りします。議案第12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。

氏名 所在 肝付町

申請地
大字 小字 地番 地目 地積（㎡）

5149田代麓 立神 畑 13,729番地 60

氏名 所在 大原自治会

受付番号 25

委　員 　（委員の中から「異議なし」のこえ）

議　長 　異議なしと認めます。
　それでは、議案第１３号のうち受付番号２５番から３３番までについて事務局の説明をお願いい
たします。

貸付期間 令和2年6月26日 から 令和7年12月14日

譲渡人

事務局 　規模拡大をされるという事で、畜舎の増設に伴い飼料畑の確保が必要という事です。

鈴委員 　ゆくゆくは畜舎建設になるのではないですか。

事務局 　隣が買えませんので、そこはまだ未定だと思っています。

徳永委員 　現状は3段になっておりますが、その通りだと聞いております。

議長 　他にありませんか。



番

まで

円

田代麓 川床 5196 番地 48 畑 664

申請地

受付番号 26～33

譲受人 氏名 所在 肝付町

譲渡人 氏名 所在 鵜戸野自治会

大字 小字 地番 地目 地積（㎡）

貸付期間 令和2年6月26日 から 令和7年12月14日

賃借料 年間

田代麓 川床 5196 番地 49 畑 939

田代麓 川床 5196 番地 55 畑 767

田代麓 川床 5196 番地 56 畑 2,002

田代麓 川床 5196 番地 57 畑 1,412

田代麓 川床 5196 番地 58 畑 1,583

田代麓 川床 5196 番地 59 畑 1,415

田代麓 川床 5196 番地 60 畑 2,033

10,815合計

議　長 　ただいま事務局から説明がありましたが、受付番号２５番と、２６番から３３番について、担当の
坂元委員の報告をお願いします。

坂元委員

議長 　ありがとうございました。ただ今坂元委員から報告がありましたが、質疑はありませんか。

事務局 　はい、ただ今、坂元委員から説明がありましたように、この案件が出る前にできた新しい法人で
ありますが、構成員の方々は、他の法人で実績を持っておられるかたでありまして、今回の○○
としては初めてこういった形をとりまして、農業部門に進出してこられたという事です。

鳥越委員 　何社ぐらい加入されていますか。

事務局 　そこまでは把握しておりません。ですが、こういった法人が進出してくれば本町の遊休農地解消
に貢献していただけるものと非常に期待しているところであります。

徳永委員 　抜根を自分でされるとなると経費的にもかなりの負担となると思いますが、それなりの資金と
か、機材の有無とかの確認等はどうなっておりますか。

事務局 　町内の事業者ではありませんので、町の抜根事業を利用することはできないのですが、先ほど
坂元委員から説明のあったように小作料を0円にすることで、その抜根に係る費用を軽減すると
のことだと思います。ただ、徳永委員から指摘がありましたように、資金・機材等についてはもっと
しっかり確認すべきであったのかなとは思っております。

　まず、受付番号25番の貸し人は○○さんで、名義人はご主人の○○さん故人であります。この
農地は8枚の圃場からなり、茶が植えられていて、2年前まで茶農家の方が借地耕作されていま
したが、現在は茶園のまま放置の状態となっています。
　次の受付番号26番から33番の貸し人は○○さんで、名義人はご主人の○○さん故人でありま
す。この農地も茶が植えられており、10年くらい前までは茶農家の方が借地耕作されていました
が、その後は茶園のまま放置の状態となり、現在に至っております。
　これらの農地の借り人は○○とういう法人で、中小企業協同組合法の規定に則って設立され、
県知事の設立認可を受けた法人とのことです。この法人は農業生産に関する事業を行うことを定
款に入れており、Uターン、Iターンの人を雇用・育成しながら野菜等を生産するとのことでありま
す。今回利用権設定する農地は、説明しましたとおり、茶が植栽されたままですが、議案が決定
になれば借り人の負担で抜根することになっております。地権者は茶園の抜根にかかる費用を
負担しないことから契約期間の5年間については小作料を求めないこととしています。また借り人
の○○の構成員は、この法人を設立したばかりで、農業生産の実績もないことから「解除条件付
き」の契約を取り交わしております。以上です。審議のほどよろしくお願いいたします。

議長 　この総会では初めて出てきた法人ですね。



番

まで

円

番

まで

円

番

まで

円

議　長 　質疑なしと認めます。
　これから議案第13号のうち受付番号２５番から３３番について採決いたします。
　
　お諮りします。議案第13号のうち受付番号２５番から３３番については、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」のこえ）

事務局 　議案第13号のうち３４番から３６番について説明いたします。※15～16ページを説明。

受付番号 34

譲受人 氏名 所在 鳥井戸自治会

譲渡人 氏名 所在 中園自治会

申請地

委　員 　（委員の中から「無し」の声）

議　長 　　異議なしと認めます。
　従いまして、議案第13号のうち受付番号２５番から３３番については原案のとおり決定しました。
　　次に、議案第13号のうち受付番号３４番から３６番を議題といたします。
　事務局の説明をお願します。

議長 　他に、質疑はありませんか。

大字 小字 地番 地目 地積（㎡）

馬場 田ノ神後 1659 番地 1 田 1,375

貸付期間 令和2年6月26日 から 令和5年12月14日

賃借料 年間

受付番号 35

譲受人 氏名 所在 平石自治会

譲渡人 氏名 所在 鶴園自治会

申請地
大字 小字 地番 地目 地積（㎡）

田代川原 平石前 189 番地 田 1,057

2 畑 3,000

貸付期間 令和2年6月26日 から 令和7年12月14日

賃借料 年間

貸付期間 令和2年6月26日 から 令和7年12月14日

賃借料 年間

4487 番地

受付番号 36

譲受人 氏名 所在 山ノ口自治会

譲渡人 氏名 所在 城ケ崎自治会

申請地
大字 小字 地番 地目 地積（㎡）

田代麓 高野



議　長 　質疑なしと認めます。
　これから議案第13号のうち受付番号34番から36番について採決いたします。
　
　お諮りします。議案第13号のうち受付番号34番から36番については、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」のこえ）

議　長 　ただいま事務局から説明がありましたが、受付番号34番について、担当の寺田委員の報告を
お願いします。

　他に何かありませんか

寺田委員

議長 　ありがとうございました。ただ今３名の委員から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「無し」の声）

議　長 　ありがとうございました。続いて受付番号35番について、担当の貫見委員の報告をお願いしま
す。

貫見委員

議　長 　ありがとうございました。続いて受付番号36番について、担当の毛下委員の報告をお願いしま
す。

毛下委員

　報告いたします。この件は地積が1,375㎡ですけれども、1,000㎡程の程度の良いハウスがあり
まして、暖房機も付属していることもあり、この賃借料に設定したわけですが、所有する方は売り
たいとの希望があり、買い手を探していたわけですけれども、○○さんの息子さんが○○から「あ
そこにいいハウスがあるから借りてはどうか」というから話が始まりまして、○○さん親子が農業
委員会にて相談をされたという事です。父親の○○さんもきれいな耕作をされる方でございます
ので何ら問題はないと思っております。また息子さんが将来農業を始めたいとのことで基盤づくり
という事でございます。審議のほどよろしくお願いいたします。

　場所については、国道448号線を大原方面に向かい、トンネルの前を左に入ったところから奥の
ほうに入るのですが、そこに○○さん宅があります。その向かい側にある土地でございます。○
○さんについては今回初めて農業に参入されるわけですが、もともとは田代の方なんですが、○
○さんが城ケ崎団地に引っ越しをされまして、その空き家になった家を○○さんが借りて農業を
するという事でありまして、○○さんのシキミ畑について、役場の方などからのアドバイスを受け
頑張っていくとのことです。小作料については○○円はシキミ、○○円はヒサカキとなっていま
す。審議のほどよろしくお願いいたします。

鈴委員 　この土地は、もともと○○さんがシキミをやってらっしゃったところですか。

毛下委員 　はい。もともとやってらっしゃったところを今回農業をしたいという事で、これまで農業の経験が
ないことから役場の方などからアドバイスを受け、枝物をやったらどうかということで、たまたま○
○さんのところを紹介されたとのことです。その○○さんも自宅が不便とのことで城ケ崎に引っ越
しされ、そのあとに○○さんが移住し、枝物をやっていきたいとのことです。

折小野委員 　枝物だけの賃借料で、土地については０円という事ですか。

事務局 　通常、枝物の賃貸借については、土地と上物とセットでの設定となっています。植えてあるもの
と土地を含めて、その金額という事です。

議長

　この案件は継続案件で、何ら問題はないと思います。以上です。



番

まで

円

番

まで

円

貸付期間 令和2年6月26日 から 令和7年12月14日

賃借料 年間

申請地
大字 小字 地番 地目 地積（㎡）

田代川原 平和平 1005 番地 1 田 652

譲受人 氏名 所在 六反田自治会

譲渡人 氏名 所在 塩屋自治会

貸付期間 令和2年6月26日 から 令和7年12月14日

賃借料 年間

受付番号 38

譲渡人 氏名 所在 塩屋自治会

申請地
大字 小字 地番 地目 地積（㎡）

馬場 平和平 1004 番地 1 田 603

事務局 　議案第13号のうち３４番から３６番について説明いたします。※15～16ページを説明。

受付番号 37

譲受人 氏名 所在 六反田自治会

議　長 　異議なしと認めます。
　従いまして、議案第13号のうち受付番号34番から36番については原案のとおり決定しました。

　次に、議案第13号のうち37番から39番までを議題といたしますが、農業委員会に関する法律第
３１条の「議事参与の制限」により公平な審議を行うため、譲受人の関係者である○○委員と○
○委員は退席をお願いいたします。

　それでは議案第１３号のうち３７番から３９番について事務局の説明をお願します。



番

まで

円

議長 　ありがとうございました。ただ今２名の委員から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「無し」の声）

議　長 　質疑なしと認めます。
　これから議案第13号のうち受付番号37番から39番について採決いたします。
　
　お諮りします。議案第13号のうち受付番号37番から39番については、原案のとおり決定するこ
とにご異議ありませんか。

本釜委員

議　長 　ありがとうございました。続いて受付番号39番について、担当の貫見委員の報告をお願いしま
す。

貫見委員

貸付期間 令和2年6月26日 から 令和7年12月14日

賃借料 年間

議　長 　ただいま事務局から説明がありましたが、受付番号37番と３８番について、担当の本釜委員の
報告をお願いします。

委　員 　（委員の中から「異議なし」のこえ）

議　長 　異議なしと認めます。
　従いまして、議案第13号のうち受付番号37番から39番については原案のとおり決定しました。

　ここで、退席した○○委員と○○委員の入室を認めます。事務局は両委員を入室させてくださ
い。

　続いて議案第１３号のうち受付番号４０番から４８番までを議題といたします。
　事務局の説明をお願いします。

申請地
大字 小字 地番 地目 地積（㎡）

田代川原 下荻ノ隅 20 番地 田 1,271

譲受人 氏名 所在 鶴園自治会

譲渡人 氏名 所在 鹿児島市

受付番号 39

　３７番・３８番について報告いたします。譲受人の○○君については○○委員の息子さんでござ
います。錦江町の農業を支えていく大切な人材であり、お父さんに付いて一生懸命頑張っておら
れます。審議のほどよろしくお願いします。

　譲受人については推進委員の○○さんでございます。継続案件ですので何ら問題はないと思
いますので、審議のほどよろしくお願いいたします。



番

まで

円

議　長 　質疑なしと認めます。
　これから議案第13号のうち受付番号40番から48番について採決いたします。
　
　お諮りします。議案第13号のうち受付番号40番から48番については、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」のこえ）

議　長 　異議なしと認めます。
　従いまして、議案第13号のうち受付番号40番から48番については原案のとおり決定しました。

　続きまして、議案第１４号「錦江農業振興地域整備計画の変更（用途区分変更）について」を議
題といたします。事務局の説明をお願いいたします。
　

事務局 　議案第13号のうち40番から48番について説明いたします。

受付番号 40～48

譲受人 氏名 所在 盤山自治会

譲渡人 氏名 所在 鹿児島市

鎮守ケ迫

菖蒲ケ迫

大字 小字 地番 地目 地積（㎡）

田代川原 鎮守ケ迫 番地 畑 2,911

番地 畑 1,012

番地 畑 2,875

番地

番地 畑 449

番地 畑 1,644

田代川原

田代川原

番地 畑 1,448

番地 畑 2,895

菖蒲ケ迫

菖蒲ケ迫

14,984合計

貸付期間 令和2年7月1日 から 令和3年6月30日

賃借料 年間

　経営持続化交付金とかあるのですが、その件については産業振興課で対応しております。国
の２次補正関係もあることから、農業者への具体的な支援ということについては、今後説明でき
るものと思っております。確かにお茶の場合は、今朝の話によると、３番茶は収穫せずに、来年
の１番茶に向けて深刈りする方が多いと聞いており、やはりお茶の方々は苦しいという情報は
持っております。

鍋委員 　持続化給付金の関係で、お茶の場合中刈りをしなければならいとかなんとか情報も聞いており
ますが、その中刈りをしていない方もおられますし、動向を注視しているところです。

事務局 　附議事項協議の後、その他のところで、高収益作物云々の交付金関係で産業振興課の鳥井ｹ
原から説明させていただくこととしておりますので、じっくり聞いていただいて農家の方々からの相
談に対応していただければと思います。

議　長 　他にありませんか。

委　員 　（委員の中から「無し」の声）

番地 畑 1,191田代川原

菖蒲ケ迫

菖蒲ケ迫

菖蒲ケ迫

菖蒲ケ迫

畑 559

鍋委員 　現在、茶農家の方はコロナの関係や価格低迷もあり、いろいろと苦労されておりますし、今回の
案件は買い戻し予定ということですが、今年のように非常に厳しいことがあって、こういう方たちに
とって何か良い方法はないのでしょうか。

事務局

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。

申請地

田代川原

田代川原

田代川原

田代川原

田代川原



１８ページを説明

番

番

番

川前 4088 番地 1 田 1,703申請地

田代川原 川前 4088

　報告いたします。６月１９日に事務局と弓指委員とで現地を調査いたしました。場所は花瀬川発
電所の近くです。この物件は以前斡旋により、売りたいと話が出ていたのですが、なかなか買い
手がおりませんで、今回○○さんにお願いしたところ、畜舎を作りたいという話がありまして成立
したところです。現地は周囲に人家もなく、農地もありませんので何ら問題はないかと思います。
○○さんは認定農業者でもありますし、後継者もおります。以上です。

議長 　ありがとうございました。ただ今元丸委員から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「無し」の声）

議　長 　質疑なしと認めます。
　これから議案第14号について採決いたします。
　
　お諮りします。議案第14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」のこえ）

元丸委員

番地 30 田 1,259

農業用施設（畜舎建設）

議　長 　ただいま事務局から説明がありましたが、担当の元丸委員の報告をお願いします。

変更理由

所在 池野自治会

譲渡人 氏名 所在 重岳自治会

大字 小字 地番 地目 地積（㎡）

田代川原

事務局

受付番号 1

申請人 氏名

会長

議事録調整者 落司　毅

議　長 　異議なしと認めます。
　従いまして、議案第14号については原案のとおり決定しました。

　以上で、令和２年６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。


