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第１１会津坂下町農業委員会総会議事録 

 

１ 開催日時  令和３年５月２０日（木）午後２時５５分～午後３時３５分 

２ 開催場所  会津坂下町役場 ３階 大会議室 

３ 出席委員（10人）   

会長      1番 成田 嘉孝 

会長職務代理者 2番 薄 正喜  

委員      3番 小畑 修一 4番 鈴木 寿夫 5番 鈴木 清介 ６番 五十嵐 尚 7番 鈴木 富也  

8番 波多野 健悟 ９番 五十嵐 智子 10番 齋藤 恵子 

  

４ 欠席委員（０人） 

  

５ 遅刻委員（０人） 

 

６ 議事日程 

第１ 議事録署名委員の指名について 

第２ 会期の決定について 

第３ 報告第 １５号 農地法第１８条第６項の規定による通知ついて 

   報告第 １６号  利用権設定の内容変更について 

第４ 議案第 ４３号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

議案第 ４４号 現況確認証明について 

議案第 ４５号 会津坂下町農用地利用集積計画について 

議案第 ４６号 会津坂下町農用地利用集積計画について 

 



７ 農業委員会事務局職員 

  事務局長 宇内 勝良、事務局次長 渡部 聡、 農地管理係長 佐藤 育子、 係員 江花 孝 

 

８ 会議の概要 

（議長） 

本日は、第 11回農業委員会総会を招集いたしましたところ、何かとご多忙の折りご出席いただきまして、ありがとうございます。 

それでは、これより、出席農業委員の確認を致します。只今の出席委員は、10 名であります。定数に達しております。また、本日

の総会に出席する農地利用最適化推進委員は、今般の新型コロナ感染状況を配慮し、本日の総会に、農地利用最適化推進委員の出

席は求めませんでした。 

これより、第 11回農業委員会総会を開会いたします。本日の議事日程は前もってお配りしたとおりであります。 

  

日程第１ 議事録署名委員の指名について 

（議長） 

議事録署名委員に、６番五十嵐尚委員 ７番鈴木富也委員  の２名を指名いたします。 

 

日程第２ 会期の決定について 

（議長） 

第 11回農業委員会総会を本日一日限りとしたいと思いますが、これにご異議はございませんか。 

（異議なし） 

次の日程に入る前に、確認をしておくことがあります。議題の各案件については、個人名等を伏せて調査報告をお願いします。ま

た質疑採決は１件毎に行います。 

  

日程第３ 報告第１５号 「農地法第１８条第６項の規定による通知について」を議題といたします。                         

議案を事務局に朗読させます。 



はい、議長  

（朗読） 

１号案件から２号案件について、事務局に説明を求めます。 

（説明） 

１号案件・２号案件は２月の利用権設定をしましたが、賃貸人からの申出のあった当該地１筆が契約する農地では無いことが判明 

し、中間管理機構での賃貸借契約をご合意解約するものです。 

  

     

報告第１６号 「利用権設定の内容変更について」を議題といたします。 

議案を事務局に朗読させます。 

はい、議長  

（朗読） 

１号案件から４号案件について、事務局に説明を求めます。 

（説明） 

 

１号案件は、JAによる利用権設定で、相続に伴う賃貸人の変更です。農地は川西地区の田です。 

２号案件から４号案件は、同じく JAによる利用権設定で、賃借料を変更するものです。農地は川西地区の田です。 

 

１号案件から４号案件については、報告のとおり受理いたしましたので、ご承知おき願います。 

 

     

議案第４３号 「農地法第３条第１項の規定による許可申請について」を議題といたします。  

議案を事務局に朗読させます。 



      （朗 読） 

１号案件について、事務局に説明を求めます。 

      （説 明） 

譲渡人、譲受人、申請地（農用地）、土地代金、並び申請の事由は、議案書に記載のとおりです。 

1号案件は、相手方の要望によります所有権の移転で、譲受人の経営面積は、田畑合わせて３１４ａで、下限面積を満たしており経営的に

も問題がありません。 

   

１号案件について、担当委員の調査報告を求めます。 

      （５番 鈴木委員） 

 

譲渡人は、５月１３日訪問にて、譲受人は、５月１９日電話にて確認しました。慎重なるご審議をお願い致します。 

質疑採決に入ります。 

1号案件について、ご質問、ご意見はございませんか。 

 【ありません。】 

採決に入ります。この採決は挙手をもって行います。 

１号案件について、賛成する委員の挙手を求めます。 

≪挙手全員であります。≫ 

よって、１号案件は許可適当と認め、許可することに決しました。 

 

 

 議案第 44号 「現況確認証明ついて」を議題といたします。  

議案を事務局に朗読させます。 

      （朗 読） 

１号案件について、事務局に説明を求めます。 

      （説 明） 



願出人住所・氏名、土地の表示・面積・申請の事由は、議案書に記載のとおりです。 

当該地は、農業振興地域からはずれており、いわゆる白地であります。 

耕作不便農地のため、人出不足に伴い、２０年以上前から非耕作地となり現在に至っております。 

 

１号案件について、ご質問、ご意見はございませんか。 

【ありません。】 

採決に入ります。この採決は挙手をもって行います。 

１号案件について、賛成する委員の挙手を求めます。 

≪挙手全員であります。≫ 

よって、１号案件は、許可適当と認め、許可することに決しました。 

 
 

 議案第４５号 「会津坂下町農用地利用集積計画について」を議題といたします。 

議案を事務局に朗読させます。 

      （朗 読） 

１号案件～３１号案件について、事務局に説明を求めます。 

      （説 明） 

４ページより 機構集積分の利用権設定となります。 

１号で公社が、若宮地区の田 6,701㎡を借入れ、２号で高寺地区の認定農業者に集積します。 

次に３号は公社が、金上地区の田 13,118.㎡を借入れ、同じく４号で金上地区の田 2,903㎡、畑 270㎡を借入、併せて５号で金上地区の認

定農業者に集積します。 

次に６号で公社が、金上地区の田 16,322㎡を借入れ、７号で金上地区の認定農業者に集積します。 

次に８号で公社が、金上地区の田 27,370㎡を借入れ、９号で金上地区の認定農業者に集積します。 

次に１０号で公社が、金上地区の田 14,131㎡を借入れ、１１号で金上地区の認定農業者に集積します。 

次に１２号は公社が、金上地区の田 6,974㎡を借入れ、１３号で会津若松市の認定農業者である法人に集積します。 



次に１４号で公社が、八幡地区の田 17,983㎡を借入れ、同じく１５号で八幡地区の田 2,103㎡を借入、併せて１６号で八幡地区の認定農

業者に集積します。 

次に１７号で公社が、八幡地区の田 9,081㎡、畑 8,675 ㎡を借入れ、同じく１８号で八幡地区の田 3,379㎡を借入、同じく１９号で八幡

地区の田519㎡を借入、同じく２０号で八幡地区の田694㎡を借入、17号から20号を併せて２１号で八幡地区の認定農業者に集積します。 

次に２２号から２５号までは関連があります。２２号で公社が、高寺地区の田 7,424㎡、畑 6,244 ㎡を借入れ、同じく２３号で高寺地区

の田 81,343㎡、畑 3,203㎡を借入、２４号と２５号で高寺地区の認定農業者である法人と認定農業者に集積します。 

最後に２６号から３１号までは関連があります。 

今回新たな法人となります３１号の借手が２６号から３０号までの公社が借り入れる高寺地区の田 21,602㎡を集積する案件となります。 

１号と１０号は水利費が含まれています。  

１号案件・２号案件について、担当委員の調査報告を求めます。 

            （２番 薄委員） 

１号案件については、町外により事務局にて、２号案件については、５月１７日電話にて確認しました。借手は、貸手とは親戚関係にあ

り、借手の居住地から圃場までかなり距離がありますが、利用権の設定をしております。慎重なるご審議をお願いします。 

質疑採決に入ります。 

１号案件・２号案件について、ご質問、ご意見はございませんか。 

【ありません。】 

採決に入ります。この採決は挙手をもって行います。 

１号案件・２号案件について、賛成する委員の挙手を求めます。 

≪挙手全員であります。≫ 

よって、１号案件・２号案件については、許可適当と認め、許可することに決しました。 

 

次に３号案件から５号案件について、担当委員の調査報告を求めます。    

     （１０番 齋藤委員） 

３号案件・４号案件は、５月１４日電話にて５号案件は、５月１３日電話にて確認しました。慎重なるご審議をお願い致します。 

質疑採決に入ります。 



３号案件から５号案件について、ご質問、ご意見はございませんか。 

【ありません。】 

採決に入ります。この採決は挙手をもって行います。 

３号案件から５号案件について、賛成する委員の挙手を求めます。 

≪挙手全員であります。≫ 

 

よって、３号案件から５号案件については、許可適当と認め、許可することに決しました。 

次の案件は、議事参与の制限を受けますので、ここで議長を薄職務代理者に交代します。 

（薄職務代理者） 

それでは、暫時議長を交代いたします。 

６号案件・７号案件について、担当委員の調査報告を求めます。 

       （１０番 齋藤委員） 

ここで、質疑採決に入る前に、議事参与の制限を受けるため１番 成田委員の退場を命じます。 

（退場） 

 

質疑採決に入ります。６号案件・７号案件について、ご質問、ご意見はございませんか。  

     【ありません。】 

採決に入ります。この採決は挙手をもって行います。 

６号案件・７号案件について、賛成する委員の挙手を求めます。 

≪挙手全員であります。≫ 

よって、６号案件・７号案件については、許可適当と認め、許可することに決しました。 

 

１番 成田委員の入場を認めます。 

        （入場） 

議長を交代いたします。次に８号案件・９号案件について、調査報告をいたします。 



       （１番 成田委員） 

８号、９号案件ともに５月１５日訪問にて調査しました。慎重なるご審議をお願いします。 

質疑採決に入ります。８号案件・９号案件について、ご質問、ご意見はございませんか。 

【ありません。】 

採決に入ります。この採決は挙手をもって行います。 

８号案件・９号案件について、賛成する委員の挙手を求めます。 

≪挙手全員であります。≫ 

よって、８号案件・９号案件については、許可適当と認め、許可することに決しました。 

 

次に１０号案件・１１号案件について、調査報告をいたします。 

        （１番 成田委員） 

１０号・１１号案件ともに５月１５日訪問にて調査しました。慎重なるご審議をお願いします。 

質疑採決に入ります。１０号案件・１１号案件について、ご質問、ご意見はございませんか。 

【ありません。】 

採決に入ります。この採決は挙手をもって行います。 

１０号案件・１１号案件について、賛成する委員の挙手を求めます。 

≪挙手全員であります。≫ 

よって、１０号案件・１１号案件については、許可適当と認め、許可することに決しました。 

次に、１２号案件・１３号案件については、町外のため事務局より調査報告いたします。 

  （事務局） 

調査の結果議案書記載のとおりであります。慎重なるご審議をお願いします。質疑採決に入ります。 

１２号案件・１３号案件について、ご質問、ご意見はございませんか。 

５番鈴木委員  会津若松市の賃借料は、17,000円なのか 

事務局 その通りであります。 

 



採決に入ります。この採決は挙手をもって行います。 

 

１２号案件か・１３号案件について、賛成する委員の挙手を求めます。 

≪挙手全員であります。≫ 

よって、１２号案件・１３号案件については、許可適当と認め、許可することに決しました。 

 

次に１４号案件から１６号案件について、担当委員の調査報告を求めます。 

         （４番 鈴木委員） 

１４号案件は、５月１４日、１５号案件は、５月１５日それぞれ電話にて確認しました。慎重なるご審議をお願いします。 

質疑採決に入ります。 

１４号案件から１６号案件について、ご質問、ご意見はございませんか。 

【ありません。】 

採決に入ります。この採決は挙手をもって行います。 

１４号案件から１６号案件について、賛成する委員の挙手を求めます。 

≪挙手全員であります。≫ 

よって、１４号案件から１６号案件については、許可適当と認め、許可することに決しました。 

 

次に関連がありますので、１７号案件から２１号案件について、担当委員の調査報告を求めます。 

       （９番 五十嵐委員） 

 

質疑採決に入ります。 

１７号案件から２１号案件について、ご質問、ご意見はございませんか。 

【ありません。】 

１７号案件から２１号案件についてそれぞれ５月１４日電話にて確認しました。慎重なるご審議をお願い致します。 

 



採決に入ります。この採決は挙手をもって行います。 

１７号案件から２１号案件について、賛成する委員の挙手を求めます。 

≪挙手全員であります。≫ 

よって、１７号案件から２１号案件については、許可適当と認め、許可することに決しました。 

 

次に関連がありますので、２２号案件から２５号案件について、担当委員の調査報告を求めます。 

       （３番 小畑委員） 

２２号案件から２５号案件までそれぞれ５月１７日電話にて確認しました。慎重なるご審議をお願い致します。 

質疑採決に入ります。 

２２号案件から２５号案件について、ご質問、ご意見はございませんか。 

【ありません。】 

採決に入ります。この採決は挙手をもって行います。 

２２号案件から２５号案件について、賛成する委員の挙手を求めます。 

≪挙手全員であります。≫ 

よって、２２号案件から２５号案件については、許可適当と認め、許可することに決しました。 

 

次の２６号案件から３１案件については、事務局より調査報告をいたします。 

 （事務局） 

２６号案件から３１号案件まで事務局にて確認しました。慎重なるご審議をお願いします。 

ここで、質疑採決に入る前に、議事参与の制限を受けるため ３番 小畑委員の退場を命じます。 

           （退場） 

質疑採決に入ります。 

１号案件について、ご質問、ご意見はございませんか。 

【ありません。】 

採決に入ります。この採決は挙手をもって行います。 



１号案件について、賛成する委員の挙手を求めます。 

≪挙手全員であります。≫ 

よって、１号案件については、許可適当と認め、許可することに決しました。  

３番 小畑委員の入場を認めます。（入場） 

 
 

 

議案第４６号、「会津坂下町農用地利用集積計画について」を議題といたします。   

この議案は、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項に該 当

がいとう

しており、会津坂下町長に農用地利用集積計画を定めるべき要請をするた

め、意見を求めるものであります。 

議案を事務局に朗読させます。 

       （朗 読） 

利用権設定の１号案件・２号案件について、事務局に説明を求めます。   

   （説 明） 

１号案件・２号案件について、担当委員の調査報告を求めます。     

（４番 鈴木委員） 

１号案件は、町外なので、事務局にて２号案件は、５月１４日電話にて確認しました慎重なるご審議をお願いします。 

質疑採決に入ります。 

１号案件・２号案件について、ご質問、ご意見はございませんか。 

【ありません。】 

採決に入ります。この採決は挙手をもって行います。 

１号案件・２号案件について、賛成する委員の挙手を求めます。 

≪挙手全員であります。≫ 

よって、１号案件・２号案件については、許可適当と認め、許可することに決しました。 



以上をもって、本日の総会に付議されました案件は、すべて 審議を終了しました。 

これをもちまして、第１１回農業委員会総会を閉会いたします。 

大変ご苦労様でした。 

 

この議事録は真正なることを証するため、ここに署名する。 

 

 

令和３年５月２０日 

 

 

福島県河沼郡会津坂下町農業委員会長 

 

 

 

署名委員 

 

 

 

署名委員 


