
 

【閲覧用】 

令和 2(2020)年第 8回 飯塚市農業委員会総会 議事録 

開催年月日 令和 2（2020）年 8月 11日（火） 

開催場所 飯塚市役所本庁 7階市議会委員会室 

開会 午後 2時 00分 閉会 午後 4時 00分 

議事及び 

議決結果表 

番号 件名 結果 備考 

議案第 34号 農地法第 3条の許可申請について 許可 4件 

議案第 35号 農地法第 4条の許可申請について 許可相当 1件 

議案第 36号 農地法第 5条の許可申請について 許可相当 2件 

議案第 37号 農用地利用集積計画(利用権設定)について 決定 12件 

議案第 38号 農用地利用集積計画及び配分計画について 決定 2件 

議案第 39号 農用地利用集積計画(所有権移転)について 決定 1件 

協議第 6号 
1年 1作の取扱いについて 

（令和 2年第 6回総会継続協議分） 

決定 

(次回報告) 
 

協議第 7号 農地法等に基づく申請受付の可否について 受付不可 1件 

報告第 24号 
農地改良（一時転用を含む）の事前着工 

案件の状況報告について 
済 2件 

報告第 25号 
農地法第 18条第 1項ただし書による合意 

解約の報告について 
済 1件 

報告第 26号 農地転用完了等の報告について 済  

報告第 27号 
議案第 31号第 1項における事業計画の 

修正について 
済 1件 

報告第 28号 
議案第 32号第 1項における転用目的の 

修正について 
済 1件 

報告第 29号 
議案第 32号第 3項における転用目的の 

修正について 
済 1件 

報告第 30号 
議案第 32号第 4項における小字表記の 

修正について 
済 1件 

出席委員 農業委員 16名 
農地利用最適化 

推進委員 
4名 

欠席委員 農業委員 2名 

署名委員 5番 藤田 武治 6番 畠中 五恵子 

事務局 
局長 田中 善広 係長 柴田 康弘 

主任 赤﨑 政伸 主任 鏡 吉秀 

その他の 

出席者 

経済部長 長谷川 司  

  



 

農業委員出席状況（16名） 

番号 氏名 出欠 番号 氏名 出欠 

1(会長) 福澤 正剛 ○ 11 上田 高志 ○ 

2(副会長） 大隈 秀文 ○ 12 須堯 忠臣 ○ 

3 原田 敏行 ○ 13 大熊 眞 ○ 

4 茅野 兵次郎 ○ 14 多田 信之 － 

5 藤田 武治 ○ 15 奥野 由佳 ○ 

6 畠中 五恵子 ○ 16 深町 義則 ○ 

7 髙野 敏治 ○ 17 城石 隆生 ○ 

8 伏原 和也 － 18 欠員  

9 岡松 美由紀 ○ 19 小山 光治 ○ 

10 新開 剛 ○    

 

農地利用最適化推進委員出席状況（4名） 

番号 氏名 出欠 番号 氏名 出欠 

1 宮本 精一 － 16 山本 眞二 － 

2 幸﨑 勲  ○ 17 平嶋 正雄 － 

3 三村 保始 － 18 田中 直敏 － 

4 肘井 郁秀 － 19 原 寅雄 － 

5 池永 雅行 ○ 20 藤井 光生 － 

6 福間 健二 － 21 瀧本 康男 － 

7 岡松 正利 ○ 22 中野 敏次 － 

8 大村 敏之 － 23 多田 茂康 － 

9 小畑 和廣 － 24 武本 正国 － 

10 平畑 悟諮 － 25 山本 保利 － 

11 水間 惣吾 － 26 松延 隆幸 － 

12 岡松 明人 － 27 嶋田 正志 － 

13 大谷 繁信 － 28 中村 勉 － 

14 藤田 光幸 － 29 森田 輝巳 － 

15 田中 一平 － 30 許斐 太一 ○ 

 

 

 

 

 



議案第 34号第 1項 農地法第 3条の許可申請について 

土地の所在地 

地目、面積 
勢田字大坪西 1338-1 田 812㎡ 

譲受人 
勢田 1498番地 

安藤 修一 71歳 農業兼自営業 

耕作面積 

耕作者数 

10,917.47㎡ 

2名 

譲渡人 
神奈川県相模原市南区鵜野森 1丁目 28番 22号 F3-101 

許斐 宗孝 77歳 無職 

備考 贈与 

第 3条第 2項各号 非該当のため、許可要件を満たす。 

補足説明 なし 

地区推進委員報告 

（30番推進委員：許斐委員） 

譲受人から相談があり、現地を見ました。現在、譲受人が小作をしている農

地で、水稲作付け中であり贈与を受けられることについて、何ら問題なし。 

質疑・意見 なし 

審議結果 許可 

 

議案第 34号第 2項 農地法第 3条の許可申請について 

土地の所在地 

地目、面積 
勢田字吉無田南上 1412-1 田 997㎡ 

譲受人 
勢田 2083番地 3 

川原 圭司 43歳 農業 

耕作面積 

耕作者数 

70,137.00㎡ 

1名 

譲渡人 
神奈川県相模原市南区鵜野森 1丁目 28番 22号 F3-101 

許斐 宗孝 77歳 無職 

備考 贈与 

第 3条第 2項各号 非該当のため、許可要件を満たす。 

補足説明 なし 

地区推進委員報告 

（30番推進委員：許斐委員） 

譲受人から連絡があり、現地を見ました。現在、譲受人が小作をしている農

地で、水稲作付け中であり贈与を受けられることについて、何ら問題なし。 

質疑・意見 なし 

審議結果 許可 

 

議案第 34号第 3項 農地法第 3条の許可申請について 

土地の所在地 

地目、面積 
勢田字貴船田 699-1 田 876㎡ 

譲受人 
勢田 741番地 

大塚 喜代隆 76歳 農業 

耕作面積 

耕作者数 

53,660.00㎡ 

2名 

譲渡人 
神奈川県相模原市南区鵜野森 1丁目 28番 22号 F3-101 

許斐 宗孝 77歳 無職 



備考 贈与 

第 3条第 2項各号 非該当のため、許可要件を満たす。 

補足説明 なし 

地区推進委員報告 

（30番推進委員：許斐委員） 

譲受人から連絡があり、現地を見ました。現在、休耕田ですが管理されてお

ります。また、専業農家でもあり何ら問題なし。 

質疑・意見 なし 

審議結果 許可 

 

議案第 34号第 4項 農地法第 3条の許可申請について 

土地の所在地 

地目、面積 
勢田字宮ノ下 1480-1 田 838㎡ 

譲受人 
勢田 1460番地 3 

森 清孝 66歳 農業 

耕作面積 

耕作者数 

35,098.00㎡ 

3名 

譲渡人 
神奈川県相模原市南区鵜野森 1丁目 28番 22号 F3-101 

許斐 宗孝 77歳 無職 

備考 贈与 

第 3条第 2項各号 非該当のため、許可要件を満たす。 

補足説明 なし 

地区推進委員報告 

（30番推進委員：許斐委員） 

譲受人から連絡があり、現地を見ました。現在、譲受人が小作をしている農

地で、きれいに耕作されており何ら問題なし。 

質疑・意見 なし 

審議結果 許可 

 

議案第 35号第 1項 農地法第 4条許可申請について 

土地の所在地 

地目、面積 
川島字宮ノ前 580番 2  田  145㎡ 

申請人 
川島 777番地 

粟生 豊毅  無職 

農地 

区分 

3種 

（第一種住居地域） 

転用目的 

施設の概要 
戸建て賃貸住宅敷  賃貸住宅 1棟 33.12㎡ 

備考 なし 

造成 
最大で 130㎝程度の盛土。 

造成後の表面は駐車場部分でアスファルト舗装。 

進入口 東側市道及び北側道路から幅 5ｍの進入口を設置。 

土留め 

南西側で DK擁壁を設置、その他の周囲で隣接地へ擦り付け。 

南東側で道路端から 4ｍのセットバック。 

北側で自費施工による自由勾配側溝の敷設。 



被害防除 南西側で、高さ 80㎝のフェンスを設置。 

雨水排水 申請地内に溜桝を設置、北側新設自由勾配側溝を経由し、東側水路へ放流。 

生活雑排水 北側道路の公共下水管に放流。 

工事計画期間 令和 2年 9月 10日から令和 3年 1月 15日まで。 

水利同意 川島農区の同意あり。 

第 4条第 2項各号 
（資金）自己資金。残高証明あり。 

（信用）現在、違反転用事案なし。 

補足説明 なし 

地区推進委員報告 

（2番推進委員：幸﨑委員） 

 先月 14 日に業者から説明あり。周囲は民家と休耕田である。地元農区の

同意もあり、計画どおりの施工であれば問題ない。 

現地調査報告 

（事務局） 

7月 29日の正副会長と事務局による現地調査及び検討会について報告。 

特に問題はない。 

質疑・意見 なし 

審議結果 許可相当 

 

議案第 36号第 1項 農地法第 5条の許可申請について 

土地の所在地 

地目、面積 
柳橋字宝来 527番 1  畑  185㎡ 

権利内容 所有権 

借主・譲受人 

蓮台寺 1033番地 2 

株式会社ベルエア 

代表取締役 田中 正浩  不動産業 

農地 

区分 

2種 

（10ha未満） 

貸主・譲渡人 
柳橋 527番地の 2 

土居 増美  無職 

転用目的 

施設の概要 
戸建て賃貸住宅敷  賃貸住宅 1棟 40.99㎡ 

備考 売買 

造成 最大で 100ｃｍ程度の盛土工。 

進入口 南西側市道からの幅 7ｍの進入口を設置。 

土留め 
南西側で市道へ擦り付け。北西側で既存ブロックへ投げ掛け。 

南東側及び北東側でコンクリートブロック積み。 

被害防除 南東側及び北東側で、高さ 60㎝のフェンスを設置。 

雨水排水 申請地内に雨水桝を設置、南東側水路に放流。 

生活雑排水 北西側道路の公共下水管に放流。 

工事計画期間 令和 2年 10月 1日から令和 3年 3月 31日まで 

水利同意 柳橋農区の同意あり。 



 

第 5条第 2項各号 
（資金）自己資金。残高証明あり。 

（信用）現在、違反転用事案なし。 

補足説明 なし 

地区推進委員報告 

（5番推進委員：池永委員） 

業者から説明あり。地元農区の同意もあり、計画どおりの施工であれば

問題ない。 

現地調査報告 

（事務局） 

7月 29日の正副会長と事務局による現地調査及び検討会について報告。 

特に問題なし。 

質疑・意見 なし 

審議結果 許可相当 

 

議案第 36号第 2項 農地法第 5条許可申請について 

土地の所在地 

地目、面積 

大日寺字丸ノ内 369番 1  田  50㎡ 

外 計 4筆 591㎡ 

権利内容 使用貸借権 

譲受人 

潤野 933番地 272  

アーバンタッチヒル 2-Ａ 

河本 清敏  会社員 

農地 

区分 

1種 

（隣接する土地と 

一体として行う事業） 

2種 

（10ha未満） 

譲渡人 
蓮台寺 1042番地 

髙﨑 修一  自営業 

転用目的 

施設の概要 

一般住宅及び進入路敷  居宅 １棟 127.68㎡ 

            建ぺい率   25.58％ 

            進入路   105.00㎡ 

備考 隣接原野 13.00㎡を含め、計画面積は 604.00㎡となる。 

造成 
現況を均す程度。造成後の表面は駐車場及び進入路部分でクラッシャー 

ラン敷き。 

進入口 

申請地南東部分に幅 3.5ｍ程度の進入路を設置。 

進入路東側に南東側市道からの約 3ｍ幅の進入口を設置。 

南西側に階段設置。 

土留め 
南側で練石積み、西側で RC擁壁及びコンクリートブロックを設置。 

その他の周囲で隣接地へ擦り付け。東側境界に縁石を設置。 

被害防除 
南側及び西側で、高さ 80㎝のフェンスを設置。 

東側でネットフェンスを設置。 

雨水排水 申請地内に雨水桝を設置、南側道路側溝に放流。 

生活雑排水 合併浄化槽を敷設、南側道路側溝に放流。 



工事計画期間 令和 2年 9月 10日から令和 3年 2月 28日まで 

水利同意 大日寺第 1 農区の同意あり。 

第 5条第 2項各号 
（資金）金融機関からの融資。融資証明あり。 

（信用）現在、違反転用事案なし。 

補足説明 

譲受人と譲渡人は親子関係であり、使用貸借権の設定となる。 

計画面積 604㎡から進入路面積 105㎡を除いた面積が敷地部分の 499㎡ 

となり、建ぺい率は 25.58％となる。 

地区推進委員報告 

（7番推進委員：岡松委員） 

8月 1日、小山農業委員と一緒に、譲受人と現地を確認し説明を受けた。地元

農区の同意もあり、計画どおりの施工であれば問題ない。 

現地調査報告 

（事務局） 

7月 29日の正副会長と事務局による現地調査及び検討会について報告。 

特に問題なし。 

質疑・意見 異議なし 

審議結果 許可相当 

 

議案第 37号 農用地利用集積計画（利用権設定）について  

地目別 

設定面積 

田 31,083.00㎡ 

畑 0.00㎡ 

樹園地 0.00㎡ 

採草放牧地 0.00㎡ 

計 31,083.00㎡ 

作物別 

設定面積 

水稲 

（3年以下） 27,302.00㎡ 11件 

（10年以下） 3,781.00㎡ 1件 

計 31,083.00㎡ 12件 

計 

（3年以下） 27,302.00㎡ 11件 

（10年以下） 3,781.00㎡ 1件 

計 31,083.00㎡ 12件 

設定内容 別紙一覧表のとおり 

第 18条第 3項各号 （要件）該当のため、許可要件を満たす。 

補足説明 なし 

質疑・意見 なし 

審議結果 決定 

 



議案第 38号 農用地利用集積計画及び配分計画について 

地目別 

設定面積 

田 10,873.00㎡ 

畑 734.00㎡ 

樹園地 0.00㎡ 

採草放牧地 0.00㎡ 

計 11,607.00㎡ 

作物別 

設定面積 

水稲 
（10年以下） 11,607.00㎡ 2件 

計 11,607.00㎡ 2件 

計 
（10年以下） 11,607.00㎡ 2件 

計 11,607.00㎡ 2件 

設定内容 別紙一覧表のとおり 

農振法 

第 18条第 3項各号 

農地中間管理事業法 

第 18条第 4項各号 

（要件）該当のため、許可要件を満たす。 

補足説明 なし 

質疑・意見 なし 

審議結果 決定 

 

議案第 39号第 1項 農用地利用集積計画（所有権移転）について 

譲受人 

福岡市中央区天神四丁目 10番 12号 

公益財団法人 福岡県農業振興推進機構 

理事長 渡邊 大起 

耕作面積 

耕作者数 
－ 

譲渡人 
庄司 786番地 1 

杉尾 光男 
利用目的 水田として利用 

土地の所在地 

地目、面積 

庄司字尾多良 819-1 田 972㎡ 

外 合計 2筆 2,182㎡ 

所有権の移転時期 令和 2年 8月 25日 

第 18条第 3項各号 該当のため、許可要件を満たす。 

補足説明 なし 

質疑・意見 なし 

審議結果 決定 

 

協議第 6号 1年 1作の取扱いについて（令和 2年第 6回総会継続協議分） 

1年 1作の取扱いについて 

提案理由 
1 年 1 作について、解釈を統一するため、また、法令の追加を行うため、申

合せ事項を見直すもの。 

現  行 
(1)農地法第 3条による農地取得後の転用制限について 

県が農地法第 3 条による農地取得後 1 年間は、原則として転用を認めな



いという内規を運用しており、飯塚市もこれを準用し、1 年以上経過して

も 1作しなければ転用等の申請は受け付けない。 

(2)土地改良後の転用制限について 

土地改良工事完了後、完了届を事務局に提出し受理されてから 1 年間を

経過しても 1作していなければ、転用等の申請は受け付けない。 

改 正 案 

(1)農地法第 3条、農業経営基盤強化促進法等による農地取得、貸借の権利設

定をした農地の転用制限について 

上記により権利設定をした農地については、1 年間を経過しても 1 作し

ていなければ、転用等(農地改良、一時転用を含む)の申請を受け付けない。 

(2)農地改良後の転用制限について 

農地改良工事完了後、完了届を事務局に提出し受理されてから、1 年間

を経過しても 1 作していなければ、転用等（農地改良、一時転用を含む）

の申請を受け付けない。 

確認事項 

① 農地転用の許可不要案件（公共事業に伴う場合など）を除き、一時的に

資材置場等に一時転用をする場合にも、1 年 1 作していなければ、一時転

用を受け付けない。 

② 利用権設定等により貸借権を設定する際、新規で設定した場合（更新に

よるものを除く）、1年 1作をしていなければ、農地改良を受け付けない。 

③ 遊休地又は湿地状態等により作付けが困難な農地について、作業効率を

上げるための改良であっても、1 年 1 作していなければ、農地改良を受け

付けない。 

④ 1 年 1 作をせずに未届で施工してしまうケースが増えないように、農業

委員、農地利用最適化推進委員及び事務局による調査や周知を徹底する。 

※農地改良とは、農地改良届(1,000 ㎡以下かつ造成高 100 ㎝以下)及び農地

改良申請（左記を超えるもの）を指す。 

補足説明 

（事務局） 

こちらにつきましては、今年の第 6 回、6 月の総会において継続協議になっ

た協議事項となっております。総会通知の際に協議第 6 号別紙を入れており

ましたので、こちらで本日の協議の進行をしていただければと思います。よ

ろしくお願いいたします。第 6 回の総会で皆様から御意見をいただきました

ところを整理しております。4項目ございますが、1項目ずつ確認をしていっ

ていただければと考えております。 

1番目の農地法第 3条及び農業経営基盤強化促進法に基づく所有権移転後は、

1 年 1 作以上すること。基本は規模拡大等、農業をするために農地を取得す

るものであり、ずっと作付することが前提である。 

なお、転用を前提にした取得とならないように、取得後は最低でも 1 年 1 作

後でなければ転用を認めないこととする。 

2 番目につきましては、同じくですね、農地改良後は 1 年 1 作以上とするこ

と。基本は隣接農地との一体的な利用など、効率的に農業するために、切土

盛土等をして、その後ずっと作付することが前提である。 



なお、転用を前提にした施工とならないように、施工後は最低でも 1 年 1 作

後でなければ転用を認めないこととする。 

3 点目です。農地改良の申請時期です。この分につきましては、皆様方に前

回意見をいただいております。所有権の移転後、1 年 1 作後でなければ認め

ない。遊休地または湿地状態等により作付けが困難な農地について、作業効

率を上げるための改良であっても同様とする。 

委員からの意見を要点筆記というような形で記載しております。5 点ほどあ

りました。 

1 点目が、農地の確保が大事であり、農地改良後には 1 年 1 作をするように

なっているのであれば、1 年 1 作後でなければ、農地改良の受付ができない

というのは、後後困るのではないかといった御意見。 

2 番目です。申請時に事前に農地改良が必要な農地であり、取得後に農地改

良したい旨の申し出を意思表示してもらうことで、1 年未満であっても、農

地改良の受付をしてもよいのではないか。 

3 点目が、所有者が所有権を移転する前に農地改良してはどうか。その後売

却すればよいのではないか。これにつきましては、農地改良後、所有者によ

り 1 年 1 作後でないと、原則として売却ができないということになるかと思

われます。 

4 点目です。農地の状況を確認するために、最低 1 年間は営農する必要があ

るのではないか。その上で、作り勝手が悪ければ農地改良すればよいのでは

ないか。 

5点目です。1年 1作は何のためにあるのか。農地を守るために最低 1年 1作

後でないと転用申請を認めないとしてきたものであり、よりよく農業するた

めに行う農地改良であれば 1 年経過していなくても支障ないと考えている。

以上、大きくこの 5 点の意見が出ておりましたので、これらの意見を踏まえ

たところで、皆様方に協議をしていただければと思います。 

最後、4 番目ですけれども、仮設道路などの一時転用の申請時期についてで

す。 

公共事業に伴う一時転用を除き、所有権の移転後、1 年 1 作後でなければ認

めない。 

以上の 4点となります。 

1点目から皆様方に審議していただいて、1つずつ決定をしていただければと

思っております。以上です。 

 

質疑・意見 

（議長） 

整理内容の 1点目について、質疑を許します。御意見ございませんか。よ

ろしいですか。よければ、提案どおり、決定したいと思いますが。 

（3番農業委員：原田委員） 

この 1年 1作ですが、一応決まりとしてこのようにあると思いますけど、

農地所有者や耕作される方が、その状況によって工事関係等で 2年ずれ込



んだと。予定としては 1年 1作での計画だったけど、事情によってずれ込

んだとかいう場合、それはいいわけですか。1年 1作が、2年に跨ったと。

それはどうなりますか。是が非でも 1年 1作で、計画どおり進めなければ

ということですかね。 

（事務局） 

この 1年 1作というのは、本来、農地法第 3条など、農地を農地として取

得した方は、1年 2年 3年とずっと作っていくのが前提でありますので、

1年すればいいですよという意味ではありません。ただ、将来的にどうし

ても転用したりとか、そういったことが生じる場合がありますので、取得

してすぐにっていうのを防ぐために、最低は 1年 1作以上ということで、

提案をさせてもらったところです。先程、委員から意見もございましたけ

ども、取得した後に、作付の時期等が間に合わず、翌年に跨ぐとかいうこ

とも当然あり得ると思いますので、その場合には、翌年の作付後以降でな

いと、次の転用等には進めないということであります。ただ、前提として

ありますのは、あくまでも農地として取得するものでありますので、何年

でも農地として使っていただきたいというところでの提案になっており

ます。よろしくお願いいたします。 

（3番農業委員：原田委員） 

はい、分かりました。 

（議長） 

よろしいですか。一応、原則として 1年 1作をしていただきたいと。その

後については、いろんな意見が出ておりますので、また協議をしていただ

いて、決めていきたいと思います。それでは、1点目については、よろし

いでしょうか。はい。それでは異議がないということでございますので、

提案通り決定いたします。 

続きまして、整理内容の 2点目について、質疑を許します。よろしいです

か。一応原則としてということです。 

（13番農業委員:大熊委員） 

1点目と 2点目ですね、これは、ずっと前からこういった決め方をされて

きたことですかね。前からずっとこういった形で今までこられたわけでし

ょ。変えているわけではないんでしょ、今までの分を。 

（事務局） 

基本的には以前からと変わりないんですけれども、1 点だけ、1 番目の方

は農地法第 3 条と農業経営基盤強化促進法に基づく所有権移転というの

をちょっと書いておりますけれども、今までは農地法だけしか書いてなか

ったんですが、所有権移転については、農業経営基盤強化促進法に基づく

所有権移転もある関係で、ここは追加をさせていただいております。農地

改良の分については、以前と変わらない取り扱いということになっており

ます。以上です。 

 



（議長） 

よろしいですか。 

（13番農業委員:大熊委員） 

ちょっといいですか。これもですね、色々考え方があるといいますか、整

理を中々つけ難いところがあると申しますのがですね、やはり農地を取得

される場合とか改良される場合は、あくまでもその農業経営をその農地で

やっていくという事が、そういった趣旨から、こういったことになるんだ

ろうと思いますが、例えば、取得された方とか改良された方が、事故とか

死亡とか、そういった耕作はもう本当に出来なくなったというような場合

には仕方がないと思いますけどね。後は後継者の方がおられれば、耕作さ

れると思いますが、おられない場合はもう、ちょっと耕作したくても、出

来ないような状況になりますので、そう言ったことまでやっぱりですね、

考えながらやっていかないと、ここにありますようにですね、1年 1作を

すれば、後はもう転用してもいいとかですね、そういった簡単な考え方に

ならないようにですね、やっぱり最初の取得される時の気持ちをずっと続

けていくというか、そういった精神はですね、続けてもらうというのが 1

番大事じゃないかなと思います。それであやふやにもう 1年経ったからい

いじゃないかとかそういう事ではなくて、やっぱり取得される、或いは改

良される場合はそこら辺の気持ちをですね、しっかりと引き継いでもらっ

て、やっていってもらいたいという、そういった思いで意見を出している

わけですが、そこら辺は簡単に転用するとか、そういったことがないよう

にですね、していかないかんと、今そういった精神を、この中に書き込ま

れないかなという風な、気がいたしておりますがね、意見として申し述べ

ました。以上です。 

（2番農業委員：大隈副会長） 

土地改良後、1年 1作以上することというのは、先程事務局から話があっ

たのでいいんですが、一応、土地改良するということは農業を基本的に続

けていくっていう前提ですよね。もし、これに公的な資金が入った場合は、

転用というのはやっぱり年数の制限がかかっておるんですか。これは私的

な自分の財産で転用する、自分の資金で転用する、農地改良をやる。公的

資金額が投入された場合は、何年間は転用できないとかいう制限をかかっ

ておるんですか。 

（事務局） 

今の質問ですけれども、公的な経費がかかってる事業、土地改良事業とか

ですね。これにつきましては 8年間ですね。8年間は、転用制限がかかり

ますので、最低 9年目以降じゃないと転用できないということです。基本

的に公的事業が入りますと、1 種農地という判断になりますので、1 種農

地の転用不許可の例外とかに該当しない限りはできないことになるかと

思います。ただその場所によってはですね、1種農地と 3種農地が被ると

かいうところとかもありますので、そこはまたその農地で、判断をしてい



ただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

（2番農業委員：大隈副会長） 

やっぱりそういう、農業を続けていくという観点から立てば、この 1年、

今まで従来やってきたのが 1人 1作以上だけでいいのかなと。公的資金が

入った場合 8年とかいうのがあればですね。なんでも規制を強化するのが

いいというわけではないけども、そういう意味で土地改良されるんならで

すね、改良されてせっかく 1年したらすぐにパッと変えてもいいんかって

いうような考え方になってもいかんと思いますから、もう少し年数が長く

てもいいんじゃないかなっていうように私は思ってます。 

（議長） 

今の意見は、私もそんな風に思います。他に何か。ございませんか。あく

までも、原則としてですよね。いろんなパターンが出てくると思います。

それはもう皆さんで協議しながらですね、変えたいところは変えていく

と。一応原則として、1年 1作ということでございます。他に御意見ござ

いませんか。なければ異議がないということでございますので、提案通り

決定いたします。 

続きまして、整理内容の 3点目について、質疑を許します。御意見ござい

ませんか。 

（13番農業委員：大熊委員） 

農地改良の申請時期ですかね。このことでしょ、今は。この前、ちょっと

上田委員も言われたかと思いますが、山林化した遊休農地や湿田の状態に

あるような農地については、ちょっとそこら辺は農地として残していくた

めには、もう少しちょっと考えなければいけないんじゃないかということ

について意見を申し述べさせてもらいましたが、そこら辺は、あれですか

ね、これに 1番から 5番まで書いてありますけども、これはこのようにす

るということですか。 

（議長） 

あくまでも原則として、1年 1作後ですね。但し、やっぱり色んな事情が

出てくると思うんですが、その場合、地域での状況次第で総会において、

事前協議をして検討していったらどうだろうかと考えておりますが、どん

な風でしょうか。 

（13番農業委員：大熊委員） 

そこら辺がはっきりですね、これには表現されてないから心配しているん

ですよ。そこら辺はどんな風にするんですか。 

（事務局） 

今の提案内容としましては、この 3のところの 2行目になりますけれども

ですね、遊休地とかそういった作付けが困難な農地についても、こういう

風な作業効率を上げるための改良であっても同様とするというところに

はしておりますけれども、そこはですね、中々全ての案件を全部 1年 1作

じゃないと、絶対だめだというふうに言っていくべきなのか。どうしても



地域の状況とかによってですね、やっぱりどうしてもここの農地について

は 1年 1作後じゃなく、すぐにでも改良したいとかいったような場面も出

て来ることもあり得るかと思いますので、そういったところも含めてです

ね。皆様方に協議していただいて、この場でですね、結論をどんな風に、

持っていくかという所ですね、決めていただきたいと思っております。 

（11番農業委員：上田委員） 

この整理内容ですね、見ていましたら、まず 1番は原則として 1年 1作で

なければなりませんよということを規定していこうということだと思う

んですよね。ちょっと分からないのはですね、2番で、転用を前提にした

施工とならないように施工後は 1年 1作というふうに書いてあるのにです

ね、3では遊休地または湿地状態にあっても、作業効率を上げるための改

良であっても、これは 1年 1作しないと改良を認めないというふうに書い

てあるんですよね。ここら辺の兼ね合いはどうなっとるんですかね。 

それともう 1点がですね、委員からの意見と言って 5つ挙げてますけれど

も、この 5つの中でですね、そこの 2番目に書いてある上の 2番目に書い

てある部分と違う意見があるんですよね。改良をして 1年 1作を認めても

いいんじゃないかということの意見があっているわけですよ。そうする

と、この 3の遊休地又は、というところから読めばですね、改良は全く認

めませんよという風にしかとれないわけですよね。それからいけば、大き

な 2と 3の意見とは矛盾している部分があると。それから、3の中でも今

言ったように⑤までの意見があるのでしたら、⑤までの意見をまとめたと

ころの提案をここに書いとってもいいんじゃないかと思うんですよね。そ

ういう提案がここの中ではないで、これで決めていいですかということに

はならないと思う。どうでしょうか。 

（事務局） 

まず、2番目の農地改良のところにあります、転用を前提にした施工とな

らないように、農地改良した後は最低でも 1年 1作後でなければ転用を認

めないこととするっていうところを、ちょっと私の説明が分かり難いかと

思いますが、農地改良した時には、当然その後、作付をしていくというの

が前提で、農業に従事していただくというところがありますので、最初か

ら、転用を目的とした施工という申請の仕方をされてくる方はもちろんい

らっしゃらないと思うんですけども、必ず農地改良が終わった後には、1

年 1作をしないといけないというところで、2番目の方は書かせてもらっ

ております。 

3番目につきましては、委員からの意見ということで 5点ほど挙げさせて

もらっておりますが、これは第 6回の総会の際に、皆様方からの意見をい

ただきましたので、その時に良いんじゃないかという意見と、どうしても

やはり 1年 1作してからじゃないといけないんじゃないかという意見があ

りましたので、それをちょっとまとめさせていただいたところです。実際

に、6 月 10 日の提出の協議の案件の中で、改正案のところになりますけ



れども提案内容としましては、農地法 3条後であれ、農地改良後であれ、

1 年経過していても、1 作していなければ転用等の申請を受け付けないと

いうふうな形で、執行部としては提案をさせていただいているところであ

りますので、ここの農地改良の申請時期の次の 3 行のこの部分について

は、ちょっとこういう風な形で提案をし、ここでちょっとずれてしまった

らいけないと思いましたので、同じような提案をさせていただいたところ

です。 

なお、今、上田委員からも言われました通り、①とか②といったところは、

こういった意見が出ているにも拘らず、その部分は修正したっていうか、

提案を変えているところではございませんので、そういったところを含め

て、こういう風に変えた方がいいんじゃないかとか、このままでいいんじ

ゃないかとかそういったところをこの場で協議していただきたいという

ところで、このような形で提案させていただいたところです。以上です。 

（13番農業委員：大熊委員） 

事務局の説明はですね、ちょっと分かり難いといいますか、この前、私達

が言いました意見が何か取り込まれてないような気がします。私があの時

申し上げましたのは、例えば農地法 3条申請とか、土地改良の申請とか、

その時にもし土地については、もうどうしても農地改良しないと作付けは

できないと、湿田とかですね、それから耕作放棄地のような状態で、山林

化しているとか、農地改良しなくては作付けできないと、作物が作れない

という風な状況であれば、そこら辺は申し述べて現地も当然見なくてはい

けないと思いますが、それによって特別にそういった事情がある場合はで

すね、認めていかいかないと、農地として残らないんじゃないかというよ

うなことで、私もそういったことはこの前の時はですね、申し上げました。

そこら辺はちょっと何かこう、事務局はその辺をどのように整理された

か、ちょっとこれでは分かり難いんですよね。私はあくまでもですね、最

初の 1、2 番のですね、この 1 年 1 作はもう原則で、これを必ず守らんと

いかんですよということが大前提です。それに、もしも特別な事情、さっ

き言いましたような湿田とか、遊休地が山林化したとかそういった土地に

ついては、やっぱり改良しないことには作付けできません。いくら作物を

作れといってもですね。それは出来ることでございませんので、そこを特

別な事情でその申請時にそういったことを申し述べてもらうなり、同時に

そういった申請をしてもらうなりをですね、した方がいいんじゃないかと

いうようなことで意見を申し上げましたので、そこら辺は事務局がどのよ

うに整理されてるのかちょっとお知らせください。 

（議長） 

今の意見についてですね、私が思うには、あくまでも原則として 1年 1作

ということでですね。但し、いろんな事情が出てくると思うんですよ。 

それは総会においてですね、もう皆さんと議論をして、そして、それをで

すね、進めていくということで、そういう内容に提案をすればいいではな



いでしょうか。 

（事務局） 

その点については、当然私たち事務局がちょっと決められないところです

ので、委員の皆さんの中で、それでもだめ、それとも、そういう事情があ

れば前もって、先程、大熊委員が言われたように、そういう場合には、事

前に例えば総会のほうに協議として挙げるとか、そういう風な形でしてい

ってもいいんじゃないかとかそういったような意見で、皆さんの中で協議

していただいて、そういう風になればというところではあるかと思いま

す。ただ、現時点では、当然、正副会長と事務局の方で打ち合わせしたと

ころと、第 6回総会で継続協議となっておりますので、この改正案として、

挙げている部分については、基本的には 1年 1作してからじゃないと受け

付けないということでしております。確認事項及び今回の整理内容のとこ

ろで、先程のようなご意見、皆さんからいただいておりますので、そうい

ったところを踏まえたところで、皆様方の中で、最終的にどのように取り

扱っていくのがいいんじゃないかというところを決定していただければ

と考えているところです。 

（13番農業委員：大熊委員） 

皆様方に協議していただいて決めていくというようなことは言われます

けれども、やっぱり原案を作らんことにはですね、協議が出来ないんじゃ

ないかと思いますが。例えば事務局の方で、そういった原案といいますか、

それを作って、そしてここはこのように修正した方がいいとかですね、審

議の中で変えていけばいいということで、事務局の方で原案を作ることは

出来ませんか。 

（議長） 

だから、この場でもいいですけど、あくまでも、これは今までやってきた

ことであって、原則として、もう総会で何か事情があれば、意見を出して

いただいて、土地改良についても、より良く農業を続けていくためにする

んですからね、上田委員から意見が出ましたが、最初に土地改良をして、

それでも良いんではなかろうかと私もそう思います。だから、そういう事

情があれば、総会で地元から意見を出していただいて、皆で認めていけば、

良いんだろうと思います。だから、原則として 1年 1作ということで、あ

くまでも事情があれば、総会において、地元の意見なんか聞いて、変えて

いけば良いと思います。先程副会長ら意見がありましたが、私も同じ意見

です。1年すれば、もうどうでもいいということじゃなくて、出来れば、

2 年 3 年、本当に農業するために土地改良あたりをするならですよね、2

年 3年にしてもいいんじゃなかろうかと。今言う、公的な資金が入れば 8

年という制限があります。だけど、今までが 1年 1作で来とるわけですよ

ね。だから、原則として 1年 1作。しかしながら、地元の意見とか事情が

あれば、皆さんで検討して変えていっても良いんじゃなかろうかと私は思

うんですが、どんな風でしょうか。 



（13番農業委員：大熊委員） 

そういったことでは、決めても何かちょっとあやふやになるような感じが

するんですよね。だから、そこら辺をきちっとやっぱり決めとかんとです

ね、特別の事情は、これとこういった時ですよと。それ以外は、必ず 1年

1作を守ってもらわんといかんですよという強い気持ちでですね、いかな

いと。もうその時その時によって変えるとかいうのは、それはいかんと思

います。どのように変わっていくか分かりませんので、やっぱり、基本的

にはそこら辺はしっかりと決めていた方がいいと思います。 

（議長） 

それは、当然ですね。 

（13番農業委員：大熊委員） 

はい。 

（4番農業委員：茅野委員） 

今、色々意見が出ておりますけど、私はこの 1項の分だけで良いんじゃな

かろうかと。会長も言われました通り、原則として 1年 1作ということ。

後はですね、この 1項の中に農地改良も含むということを入れてもらった

ら、これだけで私は良いんじゃなかろうかと思います。私もちょっと係で

仕事をしていましたから、3条で購入して農地改良をする人はほとんどお

りません。農家の方だったら。農地を購入してすぐ土地改良する人はほと

んどおられません。遊休農地のこともありましたけど、遊休農地を購入し

て土地改良して農家をするという方はほとんどおられない。その時は、ま

た農業委員会に相談があると思います。こんな風にしたいということで。

それで後の文言は取り消して、1項の中に農地改良を含むということを入

れたら、私はそれで良いんいんじゃなかろうかと。1項だけで良いんじゃ

なかろうかと私は思いますけど。 

（10番農業委員：新開委員） 

私この 6月の時、ちょっと所用で休んだと思うんですが、この整理内容を

2番大隈委員からもちょっとありましたけど、これ整理内容になっていな

いような気がするんですよね。それで、6月の議案を今、見させてもらっ

てるんですけど、今、4番茅野委員が言われてますけど、私は 2項もあっ

てもいいのかなと。ただ、一つだけ付け加えるとすれば、やっぱり 13 番

大熊委員も言われましたけど、やっぱりどうしても土地改良しなくちゃい

けない、1作するために土地改良しなくちゃいけない案件も出てくると思

います。そういうのが、原稿のところに原則って書いてありますよね。こ

の原則のところに、別枠でそういうその土地改良とかはしない、そういう

場合は、地元農業委員の理由書ですかね、理由書じゃないんですけど、地

元の農業委員が一番分かると思うんですよ。だから、そういう添付書類を

地元の農業委員の添付書類をつけるとか、推進委員の判断でも良いけど、

やっぱり総会は農業委員の総会なんですよね。農業委員になった以上はそ

ういう責任も負う義務があると、私は思ってますので、そういうところの



改良なりそういうのも、私はその原則から外した中で、地元の農業委員の

理由書なりそういうのがあれば協議していただいたら、この整理内容の 3

項目のところが、ある程度解消出来るのかなと思うんですよ。これ読むだ

けだったら、1 番と 2 番だけで良いのではないのかなと。3 番にこれは委

員からの意見と書いてあります。この意見だけ読んどってくださいという

感じしか、私はとれないんですよね。だから、13 番大熊委員が言われま

すように、私ちょっとどういう意味で言われたか分かりませんけど、私は

この部分をそういう農業委員という枠に当てはめて、総会で協議するとい

うのを一つ付ければ、ある程度、その辺が解消されるのかなっていうふう

に思います。 

（19番農業委員：小山委員） 

この項目は、転用と受付制限をうたった条文を今、審議されていると思っ

てるんで、私も条件の悪い遊休地とか湿地とかを、農家はもうここをどう

したら自分が分かってると思うんですね。こうしたらお金が儲かるとか、

どのくらいの収益が出るとかをみんな計算しますから、条件不利地を購入

までしてそこまでするっていう風なことは、そういうのはあまりないんじ

ゃないかと思います。先程 4番茅野委員がおっしゃったように、1項目だ

けで今までずっときてそれで良かったんなら、それで今まで通り良いかと

思います。それと今 10 番新開委員が言われました。私の地域は鎮西地区

もかなり広いんで、農業委員がすべての担当地域を知っているかというこ

とについては、私自身そこまで能力はないんじゃないかとちょっと心配に

なりましたので、そこについては、項目別に農業委員がするというそうい

った項目を付加するというのは、ちょっと私自身はしないほうが良いんじ

ゃないかと思います。 

（13番農業委員：大熊委員） 

すみません、何回も。これは中々こういった場で結論出すのは難しいと思

いますので、例えば、小委員会みたいなものを作っていただいて、そこで

ある程度の原案作りといいますか、1 番、2 番でもう良いということであ

ればそれでいいんですけども、やっぱり農地として残していくためにはそ

ういったことも考えないかんなということも私も思いますので、どうでし

ょうかね。この場で決めるのは中々難しいと思います。それで、1回そう

いった委員会みたいなものを立ち上げてですね、検討していただいたらど

うだろうかと思います。 

（議長） 

はい、分かりました。そういう形で、もう今この場ではですね、ちょっと

無理でしょうね。あと、執行部の方でですね、もうちょっと煮詰めてです

ね、皆さんに相談しながら、検討していくという形でよろしいですか。 

（2番農業委員：大隈副会長） 

この前の時に整理がつかなかったから、事務局を擁護するわけじゃないで

すけども、整理がつかなかったし、こういう意見だけでもまとめきれなか



ったから再協議っていう継続審議になったんじゃなかろうかと私は思っ

てるんですね。もう一つ、会長言われるけど、これは録音から消されても

構いません。私らは事務局と一緒になって、原案提出しておるんですから、

これを原則として農地改良は良いですよと言うのは、そこは会長の発言は

あなたの名前でこういう原案で出してるんですから。この原案を自分が出

した以上は、だから私は前回の 6月の時も、原案に賛成しますと言ったか

らですね。私らやっぱり事務局と協議して、今、現行があるけどもこう変

えた方が良いということだから、土地改良だけは先にしていいというのは

やっぱりやめてもらわなくてはいけない。そういう原案でこれで出しとる

んだから、土地改良も認めないということで執行部としては出しておるん

ですからね。それともう一つ、小委員会と言われたけども、この前の時の

地元の同意書がない時にどうするかという話の時に、もう小委員会までの

小委員会の機能のことまで発言がありましたよね。私も小委員会の、まだ

解散とか何もないからそういう形になってますけども、私あのままだった

らですね、小委員会を受けられないですよ。私、前のときに小委員会した

時にですね、小委員会で決めたことは、総会に付議しないといけないとず

っと言われてきた。けど、規程を読んだらですよ、農業委員会の総会規程

か何か読んだら、小委員会で出た結論は小委員会の責任を持って、付議す

るんじゃなくて、ただ総会に報告するということになってますもんね。こ

の前の時と運用が違うと思うんですよ。小委員会で決めた結論は、絶対そ

れを総会に付議しないといけないというものだから。それは小委員会は報

告した時に、この件をどう捌くかという時は、それはそれでいいかしらん

けど、この間の時と全然、事務局との考えが、私はなったばかりがからそ

うかそうかと思ってしていたけれども、農業委員会の規程集に全部目を通

したらですよ、小委員会という規定項目があります。小委員会でまとめた

ところはそれは総会の報告すればいいというかしか書いていない。協議事

項にかけなさいとか付議しなさいとか何も書いてない。そういうやっぱり

トラブルがあったからですね、あえて今話が出ましたけれども、小委員会

で、今のところ受ける気は、私はですよ。この前、人数がこれだけ少なく

なったんだから、もう、小委員会とかは取っ払って、全体で協議すれば良

いじゃないかっていう意見が出て、そういう方向だったと思いますので。

小委員会としては、私は受けにくい。皆さんがどう言われるかは別ですけ

どね、私はそういう考え方を持ってます。それとですね、もう一つ、しつ

こくなりましたけれども、土地改良のところが問題になってます。4番茅

野委員が、3条で取得したときは全部もう 1年 1作で、私は、この部分が、

3条で取得される件が毎月毎月かなりのケースが出てきてきています。そ

の中で土地改良が必要だって言われた方は、この 3年間では村山さん 1件

だけなんですね。事務局に確認しました。土地改良が必要だと言われた案

件はですね、滅多に発生してないんです。理屈的には分かりますよ、土地

改良をどうするかって。全く発生してないと。1年 1回。千代田さんのと



ころの窓口の山本測量に聞いたら、あなた達はどうしてこうしたのかと言

ったら、それは土地改良は事務局が出しても受け付けますよと言われたか

ら出したということだから、実質的にはですね、3年間で 1件しかない。

だから私は、土地改良は 3条で取得したら 1年 1作しないと無理だと。併

せてですね、村山さんは、土地改良は 4条での一時転用で田んぼから畑へ

と書いてありました。だから、現場を見に行きました。私、この問題が出

た時。実際に湿地はどうなっとるんか、どういう風に改良されたのかとか。

だから事務局にも、あの状態で適正に、せっかく土地改良で農地を守ろう

と、活用しようという形でしております。現場を見に行ったらですね、そ

れが果たして適正に管理されたのかっていう、そういうことの縛りも併せ

て考えないかんよと事務局に私は言っております。以上です。 

（11番農業委員：上田委員） 

1時間経とうとしてますので、手短に。先程の小委員会の云々については

また後から、今後の総会で、話を煮詰めたいと思うんですけれども、ここ

にですね、7ページに現行と改正案というのがあるんですよね。この別紙

はこういう意見がありましたよということであるんですけども、先程 2番

委員が言われましたように会長が提案しているのはこの改正案なんです

よね。この改正案の中で、過去に農地改良後の転用制限についてというこ

とになっとるので、農地改良工事完了後ということで、1年を経過しても

1作してなければならないということになってるんですけども、これはど

ういう意味なのかを、ちょっとそこら辺だけ教えていただきたいと思いま

す。事務局。 

（事務局） 

すみません、今ちょっと 7 ページの真ん中の改正案（2）の本文のところ

になるかと思います。農地改良工事完了後、完了届の事務局に提出し受理

されてから、1年経過しても 1作しなければ転用等の申請を受け付けない

っていうところはですね、これは、農地改良が終わったら、当然、農地改

良はそもそも農業をしやすくするために、切土なり盛土をしてですね、農

地改良するということになっていますので、そこから最低でも 1年 1作を

しないとですね。次の例えば転用だったりとか、そういったことには進め

ませんという書き方になっております。 

（11番農業委員：上田委員） 

今の説明では農地改良というのは、今、ここで審議をしているのは、3条

で取得して、そして、改良を即してそれから 1年 1作ということじゃなく

て、取得していた農地を改良した時に、その後 1年 1作をしなければなら

ないという意味合いに聞こえるんですけれども、そういうことなんですか

ね。ここで 1年 1作というのは、農地を買ってすぐに自分の土地なり何な

りと併せて、転用するということを防ぐために 1年 1作というのをさせま

すよと義務付けますよということで 1年 1作というのを原則として出しと

るわけですよね。例えば 3条で取得した農地が自分の隣接地と併せんと非



常に先程から言われるように、湿地であるとか、山林化しとるのをもう少

し広くすれば農地として活用できると。ただ、単独でそれを出来ないよと

いうことの中で、改良しても良いんじゃないかと。そしてその後 1年 1作

ということを義務付けておけばいいんじゃないかということを、決めよう

としておるんですよね。私の意見ですよ。ところが、今の説明では、ここ

では、（2）で農地改良工事完了後ということになってますけども、何か聞

こえるのは、持っとった農地を改良して 1年 1作しなくてはいけないとい

うふうに聞こえたんですけども、そうじゃないで今取得した分を工事して

もいいよと。そして完了後 1年 1作しなくてはいけないよということなん

ですかね。どっちなんですかね。 

（事務局） 

ここでいう改正案の（1）と（2）は、今回でいう整理内容になりますけれ

ども、ここの 1 と 2 に該当するんですね。今、11 番上田委員が言われた

部分については、元々（2）の方になりますけれども、元々持ってた農地

があって、そこを改良して良くしようとか言った場合は、工事をしてから

1年 1作は絶対してくださいと。だから、本来はこの 1と 2を決めるとこ

ろではあるんですけれども、ただ 1と 2だけでいくと、実際に先程からも

御意見がありましたように、取得した後にやっぱり隣の農地と一緒にして

すぐに改良した方が良いんじゃないかって言った場合が、出てくるかと思

うんですね。そういった場合も、今のこの 1番と 2番だけでいくと、取得

したら必ず 1年 1作しておかないと次に行けない。農地改良しても、1年

1 作をしないと次に行けないということになりますので、先程 13 番大熊

委員からもありましたけれども、例えば、取得する前とか、後に、やっぱ

りここは隣の農地と一体的にした方が良い。1年 1作待たずして、すぐに

改良した方が、効率的に農業経営できるんじゃないかといったところが出

てくるのを想定して、この 3番目を皆さんにちょっと考えていただいて、

一律に 3条取得後、農地改良は 1年 1作っていう取り扱いをこのまま決め

て良いのかというところを、皆様にちょっと協議していただきたかったと

ころになります。 

（11番農業委員：上田委員） 

実に分かり難いんですよね。何を言っとるか全然分からん。ここで言うの

は、取得した農地を改良、いわゆる自分の土地とかその土地を改良なり何

なりして、そして農地として有効に活用したいよという意見があった時

に、それを認めて、その後 1年 1作させるかどうかということを協議した

いということをしとるんですけども。ここで文面をそのまま読むなら農地

改良工事が完成したということは、取得した農地を完了したということ

で、今まで持っておる農地は、例えば、そういうものは当然農地としてす

るんだから、完了後 1年 1作とは何も関係ないですよね。農地として使う

ために工事して、例えば嵩上げをしましたと。そしてそれから田んぼ作り

ますよとか稲作りますよとかいうことで改良していくわけですから、ここ



で言う完了と先程からずっと論議してきている完了というのは、別に考え

ないかんと思う。当然、工事は持っとる田んぼを改良するのは基本的に自

分の農地で、田んぼにして良くして使いますよということで、それについ

ては認められるわけだから、それを 1年 1作とかいう義務付けは、今まで

してきたんですか。そうじゃないでしょ。今までそんな 1年 1作としてき

たか、まずそれから。 

（事務局） 

元々は、当然に農地改良した後とか、3条で取得した後というのは、ずっ

と使っていただくというのが前提にありますので、そもそも 1年 1作とか

っていう取り決め自体をする必要はないと言ったら変ですけれども、逆に

1 年 1 作ということになると、1 年経ったらもうすぐ転用して良いんじゃ

ないかと言ったような形になってしまいますけれども、過去にはですね、

3 条取得した時に、この取り決めが、1 年 1 作がなければですね、じゃあ

もう取得したんで来月転用を出して良いですよねとなった時に、農地とし

て取得したのであれば、最低の営農期間を決めるために、今、1年 1作と

いうのを作ろうとしてるところなんですね。ですので、農地改良されても、

当然その後ずっと作っていかれると思うんですよ。ただ、その方が、例え

ば将来的に転用をする目的がもしあった場合に、最低でも 1年 1作をして

おかないと、転用は出来ませんというところでの取り決めになっておりま

す。 

（11番農業委員：上田委員） 

そういう取り決めがあったんですかね、ちょっと私よく分からないんです

けども。例えば自分の農地を転用するという目的のために改良するという

ことであれば、例えば、何も改良せんでそのまま農地転用すれば良いんじ

ゃないのかと。そうでしょう。田んぼを良くして、自分の田んぼを良くす

るために改良しますよという行為だから、それは 1年 1作とかいうのと何

ら関係があるのかな。私はここで議論をしとるのは、例えばあの農地を守

っていくために、3条で取得した農地を即転売とか転用されないために、

1 年 1 作を義務付けていきましょうと。但し、その取得した農地、3 条で

取得した農地が基本的にやはり非常に利便性が悪いと。または非常に荒れ

た土地であると、改良していかなくてはいけないと。併せて改良すれば本

当に効率的になるというところで改良したいということがあれば、それは

改良した後に 1 年 1 作をしていただければ良いんじゃないかということ

を、論議をして言ってるんですよね。それはだめだという意見と、いやそ

れは良いんじゃないかという意見等は、あるわけですから、それをしてい

ってるんですけども。ここで今言われているように、農地改良工事完了後

ということであれば認めとるわけですよ、3条で。私はそういうふうに理

解しますけどね。改良工事を完了した後に 1年 1作という風に書いてある

ので。それは併せて改良しても良いんじゃないかという風に、ここに書い

てあるように私は読んどったわけですよ。ところが先程から別紙の中でい



ろいろ意見があっとるんですけれども、何か違う方向で話が進んでいるよ

うな感じもするんですけどね、ここの提案と。 

（議長） 

あくまでも、その今まで通りですね、田んぼを取得する。そしたら、土地

改良もしなくてそのまま、現状のままでですね、もう 1年 1作しなさいよ

と。それでいくのか。事情があれば、先に土地改良をして、そして、その

後ちゃんと 1年 1作どころか、ずっとしていただきたい。それでもいいか

というの皆さんで決めていただきたいと思うんですよ。もうそれだけでい

いんじゃないですかね。 

（4番農業委員：茅野委員） 

これですね、あんまり深く考えなくていいと思ってるんですよ、私。何故

出てきたかというと、3条で買って土地改良したいということが農業委員

会に出てきたから、こういう問題になったと思うんです、原点は。ですか

ら、今 11 番上田委員も言われましたように、土地改良をしたらその後ま

た 1年間認めないというようなことじゃですね、私はそうような意味で言

っているわけじゃないんですよ。とにかく、この 1年 1作、この中に土地

改良も認めないということを入れてもらっておけばですね。1年間は作り

なさいということでいったら、私は良いと思いますよ。そうしないと、今、

この土地改良後 1年間認めないとなったら、半年後に土地改良したら 1年

半結局されんということになりますからね。もうあくまでも 1年間は土地

改良も農地転用もさせないということでいかんと。あんまりこれ深く考え

たら、色々出てきますからね。それで本当に、そういうことをしたいとい

うことだったら、農業委員会に相談が恐らく絶対来ます。そういう改良し

たいと。隣接が一緒にしたいと言っているから、私が 3条で買って一緒に

したいがということがあれば、必ず農業委員会に相談に来ます。ですから

私が今言いますように深く考えんで、もう原則として 3条（農地改良も認

めない）ということを入れてもらうとか、それで私は良いと思いますが。 

（7番農業委員：髙野委員） 

今、4 番茅野委員の言われるように、1 年 1 作、もう自分もこれでいいと

思うんですよね。実際過去に土地を買われて、傾斜地で 1反半ぐらいしか

ない土地ですけど、結局それ、半年も経たないで、結局、ソーラーにされ

たわけですよね。結局、1年も経たない内に、結局、そのもう申請だけ出

されて、結局、現場に行ってみるともう整地して、結局、これ 1年も経た

ん内にこういうことをしては駄目と。結局、それが過去の農業委員会で、

自分も過去にしてた時ですけど、これ結局、原形復旧しなさいということ

になったんですよ。原形復旧して、それから結局申請ということになった

んですよ。だから結局、その 1年 1作ということだけ入れとけば、これ確

かに深いことを考えてあれしていくとケースバイケースでやっていかん

とこれ、いつまでたっても結論出ないんじゃないですか。1年 1作、とに

かくこれありきでいいと自分は思いますけど、以上です。 



（11番農業委員：上田委員） 

1年 1作を誰も異議は出してないんですよね。ただ、基本的に 3条で取得

した農地を非常に利便性が悪いので、どう扱っていこうかというところを

今ここで審議してるわけで、1年 1作そのものを、例えば 3年 3作にしな

さいよとかということじゃなくて 1年 1作を守っていきましょうと。ただ

し、それについては、どういう風に取り扱っていこうかということだけな

ので、先程から言われとるように 1年 1作の中に、あとは協議すれば良い

じゃないかと。何かあった時には協議すれば良いんじゃないかということ

を、これは内規でしかないとですよね。内規でしかないので、そういう風

に皆さんは認識をされとけば、あとは何か出てきたら協議しますよという

ことで良いんじゃないですか。 

（議長） 

今、意見が出ましたがどんな風でしょうか。もう原則は 1年 1作ですよね。

そして何か事情があって、何かあるとしたらもう皆で検討すると。でも、

皆さんが、いやもう 1年 1作しないとだめよということであれば、もうそ

れでその通りいけば良いしですね。どうします。もう最終的にも決めなく

てはいけないでしょうし、決を採るのか。 

（16番農業委員：深町委員） 

先程から言われております 11番上田委員、4番茅野委員の意見について、

賛成したいと思います。やはり色んな問題が起こった時点で協議して決め

れば良いことだと思います。以上です。 

（議長） 

それでは今、意見が出ましたけど、原則として 1年 1作を守っていくとい

うことで、何か事情があれば、もう良くなることであれば、皆さんで協議

してその都度、決めていくという形でよろしいですか。 

（2番農業委員：大隈副会長） 

私、基本的にはそれで、とにかく頭に被っとるのが 3 条という中で、11

番上田委員も言ってあったけど、3条で取得した場合というのがまず頭に

被ると。そして、その中で農地改良が起こると。そのまま 3条で取得して、

そのまま転用するところには 1年 1作とあるから、これはさっき言われた

ようにそこは被ってないで農地改良と言われたから、頭のちょっと理解が

しにくいと言われたんですけどね、その都度協議することが果たして、私

事務局云々ではないですけれども、これを受け付けられますとか、受け付

けられませんとか、実務上困らんのですかね。例えば 13 番大熊委員が言

ってあったように、ある程度どういう場合については、総会に付議すると

かですね。湿地であれば付議するとかそういう意見も先程ありましたね。

それが無いうちに抱え込んで、事務局なぜ受け付けないのかと、総会にか

けますとかいう時に、もう、ある程度整理しておかないと、次、事務局の

事務処理も大変やないかって、私は思います。 

 



（議長） 

原則として、もう 1年 1作しないとだめですよということで事務局はもう

それでいいんじゃないですかね。だけど、申請者の方から、今言われた利

便性で、どうしても先にするわけいかんやろうかという相談があれば、諮

ってそういう形ですればいいんじゃないですかね。事務局、受付に何か問

題ありますか。 

（事務局） 

当然、この総会の場で、こういう風にするというように決定すれば、私達

は当然それに基づいて仕事はしないといけませんので、そこは全然構わな

いんですけども、ただ、今ちょっと副会長の方が言われましたけども、最

初の時点で、先程 13 番大熊委員も言われましたが、例えばこういう時に

は、っていう風なことを決めておいた方が良いんじゃないかという意見も

あったかと思います。当然それは、今後こういう風な色んなケースが出て

きた時に、こういう時には、というのが出てくると思うんですが、今の時

点では、ちょっと私どもの方で想定してるのは、今、遊休農地と湿地状態

とかっていうことぐらいしか記載しておりませんので、もしかしたらこれ

以外のことも、今後、出てくるかと思うんですよね。ですので、逆にここ

で最初にきっちりと決めておくと、それ以外の時に、じゃそれだとだめで

すねというよりかは、今皆さんが協議していただいたように、当然その地

元の委員さんとかがケースに入っていってもらって、どうしてもこのケー

スについては、やっぱりちょっと 1年 1作待つんではなくて、皆さんに諮

って、すぐにでもこうしてもらった方が良いんじゃないかとかそういった

ような意見があれば、皆さんのこの協議の場で、受付てもいいんじゃない

か、やっぱり待った方がいいんじゃないかとか、そういった協議をしてい

ただければいいんではないかなと思っているところです。以上です。 

（2番農業委員：大隈副会長） 

時間も下がってますけど、3条で取得した場合、その時に原則としてとか

いう形やったら、それは、3 条で取得して転用の時も、1 年 1 作せずに転

用することも、事情によってはして良いと認めるのか。農地改良だけにつ

いてを、例外として認めていくのかと。湿地とか。それをしとかんと、今

のまま行ったら 1年 1作が原則ですよということは分かるんです。今まで

と一緒です。きちんとそこのところを整理して、3条でして土地改良せん

でもこういう場合だから 1年 1作しないで転用して良いのかも総会で協議

するのですかっていうのを。 

（議長） 

それはないでしょう。 

（2番農業委員：大隈副会長） 

お互いただ気持ちの中で思うとるだけやけですね、そこは無いやろうと思

うけど念を押しよるだけです。 

 



（11番農業委員：上田委員） 

2番大隈委員から意見があっておりますけども、会長、それから副会長、

それから事務局、それに地元の農業委員等々がおるわけですよね。ですか

ら、何かそういうことがあれば、滅多にないことだということで、4番茅

野委員も言っておられるようですけれども、そういうものがひょっとして

起こったときは、今言ったような方々がおるわけですから、そこできちっ

と現地を見て判断をしてもらって、これを総会なり受け付けするなりとい

うことを決めていただければ、別段他の人は、良いんですよね。他の委員

は、問題はそこで提起するということは無いと思うんですけども。そうい

う風に決めていただいたら良いと思いますけどね。 

（議長） 

それでよろしいですか。私もそれでよいと思いますが。よろしいですか。 

（全委員） 

はい。 

（事務局） 

ちょっと今の最終的なところですみません。再度、ちょっと議事録の方に

も残す必要がありますので、確認させていただきたいと思います。基本的

には農地を取得する場合については、1年 1作が当然原則ということです

ね。それと、農地改良後も転用をする場合には、1年 1作をしないといけ

ないというところで皆さん良いかと思います。それでどうしても、取得後

に、農地改良しないといけないとか、色んな事情があった時には、正副会

長、地元農業委員、推進委員も含めたところで協議をして、皆様方に提案

をすると。その中で方向性を決めていくっていうところになったかと思い

ます。今、転用の案件についての話もありましたけれども、転用の場合も

先程 13 番大熊委員も言われましたが、3 条取得後に死亡したり、誰も作

り手がいなくなることも当然あり得ますので、必ず転用だったらだめとか

いうこともちょっとできないと思います。そういったことも含めたところ

で、正副会長、地元の委員等含め、協議をして総会の方に協議事項という

ことで上げてどういう風に対応していくかという考え方でよろしいでし

ょうか。 

（議長） 

よろしいですか。 

（11番農業委員：上田委員） 

言われる通りなんですよね。もう基本的に、この改正案の中で、原則を一

つ入れればいいんですよ。原則として 1年間を経過しても 1作しなければ

ということで、原則を入れていただいとったら、あとは今言われたように、

会長、副会長それから地元の委員、事務局はおるわけですから、そこで協

議してもらえば良いという風に決まっとるわけですから、それでいいと思

います。 

 



（議長） 

そういうことで決めさせていただきます。 

（13番農業委員：大熊委員） 

現行と改正案の確認事項ということで書いてありますが、最終的にどのよ

うになるかっていうのは、後でまた出してもらえますかね。この議案につ

いて最終的なものをですね。 

（事務局） 

はい、報告します。 

（議長） 

続きまして、整理内容の 4点目について質疑を許します。何か御意見ござ

いませんか。 

（事務局） 

4点目ですけれども、これは一時転用の場合です。この場合についても先

程と同じような考え方で、どうしてもその農地について一時的に何か違

う、公共事業に伴う場合を除いたところで、一時転用をしたいとか出た場

合にも事前に協議してというところでの中に入れさせていただきたいと

思います。 

（全委員） 

はい。（次回総会で再報告の旨、了承） 

協議結果 
提案を修正して決定。 

※次回総会にて報告。 

 

協議第 7号 農地法等に基づく申請受付の可否について 

※報告第 24号の報告後に協議 

1 協議理由 

下記対象者については、農地改良の事前着工がなされ、原状回復後

の作付け時に畦畔が撤去されたことにより、違反状態が継続してい

るため、新規での農地法等に基づく申請受付の可否を協議するもの。 

2 対象者 

住所：飯塚市有安 714番地 2 

氏名：柴田 昌平 

職業：農業兼会社役員 

3 今回の取扱い 

について（案） 

現在、違反状態が継続している飯塚市仁保字岩野 88、田、1,776 ㎡

については、今秋刈取り後に畦畔を復旧することから、原状回復を

確認後、当該地以外の農地での農地法等に基づく申請受付を認める

ものとする。 

ただし、当該地での申請受付については、1年 1作後とする。 

補足説明 

（事務局） 

経緯だけ説明をさせてください。これは先程の農地改良の事前着工の仁

保の案件の申請者と同じ方なんですけれども、始末書を提出された上

で、当然今年の秋以降に刈り取りをされて、その後ということになるか

と思うんですけれども、実際にもう次に、農地法の 3条で農地を取得し



てほしいという方との話の中で、3 条の手続きをしたいという相談があ

っております。ただ、今の現状としましては、この農地改良の分が完全

に終わってませんのでという話はしてはいるんですけれども、その事務

局の判断だけということでは難しいところがありましたので、皆様方に

諮ったところで、結果を先方に伝えたいというところで、急遽ではあり

ますが、総会通知の後に、提案する形になって大変申し訳なかったんで

すけども、こういう風な形で上程させていただいたところです。なお、

先程の報告事項の中でもございましたけれども、まだこちらの方の原状

回復が終わってないのであれば、ここでこの協議をすること自体が適当

ではないんじゃないかという、御意見もありましたので、その点も含め

たところでちょっと皆様方に、こういう形で提案をさせていただいきま

したけれども、原状回復後まで待つものなのか、ここで協議していただ

けるのかとかですねそういったところ皆様に協議していただければと

思います。よろしくお願いします。 

質疑・意見 

（7番農業委員：髙野委員） 

先程の話の繰り返しになりますけど、結局、刈り取りが終わってもう一

度畦畔をまた作り直されるということでしょう、結局は。事務局。これ、

以前にもですね、こういう違反転用された方があってですよ、後また結

局違反転用があって、ペナルティかけられて、結局 5年間何も出来なか

った方がおられるんですよ。違反転用したばっかりに。過去にあるでし

ょうが。違反転用をして結局ペナルティ 5年間かけられた方が。誰とは

名前言わんでも分かると思いますけど。 

（事務局） 

確かに過去にですね、違反転用をして 5年間のペナルティを出した方は

いらっしゃいます。 

（7番農業委員：髙野委員） 

そうでしょう。実際この件も同じじゃないですか。結局それも違反転用

を、結局明らかにして、原状復旧して始末書まで出してだったらそれも

すぐ 3条で出すちゅうこと、自分としてはちょっと考えにくいですね。

これ確か小委員会か何かに、それこそまたその小委員会ということにな

ってくると、また、小委員会が結局その付託じゃないですけど、結局、

過去にそういう形で5年間ペナルティかけられた方がおられるんですよ

ね。結局、明けてから、また新たに、結局土地を 3条で買いたい、土地

改良したいということでなっとんですよ。 

（議長） 

分かりました。要はもう受け付けるあれじゃないということですよね。

そういうことですね。 

（10番農業委員：新開委員） 

今、言われることはごもっともなんですが、まずその地元のですね、農

業委員として、これのちょっと経緯だけはもう時間もちょっと過ぎてる



んですが、次回の 9月の総会でも結構です。全然構いません。ただ、経

緯というのをちょっとだけちょっとお話させてください。前回の図面、

今さっきの図面がありますでしょ、違反転用の部分ですね。違反転用の

88番とその横の 125番やったですかね。そこがこの柴田さんの持ち物な

んですよ。それと今度、出してる部分が、同じ柴田さんの自分の田んぼ

なんですよ。その経緯があって私はその柴田さんのところに行って、も

う、今これ違反転用の件があるので、収穫後に出さないですかっていう

ところまでは、もう私言っとったんですけど、今回出てますけどね。私

はその柴田さんのとこへ行きました。今あなたは、これで違反転用で始

末書まで書かないかんごとなっちょんやから、せめて収穫後に出しても

らえないかっていうことだったんですが、それは皆さんのお考えなんで

すけど、ただ、聞いていただきたいのは、その 3筆が全部その柴田さん

の持ち物なんです。一筆だけが図面でいうと左側の方ですね、125 番か

何かだったと思います。そこだけが違っていて、図面に載ってない右側

の部分を今度出してこられた。これ自分の田んぼなんですよ。その中を

今度買われたと、去年買われたんですよね。そういう経緯もありますの

で、先程からずっと 1年 1作の問題をされてこられましたよね。まさに

私はこの部分なんだと思いますけど、そこの部分だけちょっと御記憶に

お留めになって、来月の総会の中で御審議願いたいと思います。 

（11番農業委員：上田委員） 

1時間経ちましたので、大体 15時に終わる予定でしたので。この件につ

いては次回に回していただきたいという風に思いますので、よろしくお

取り計らいのほどよろしくお願いします。 

（2番農業委員：大隈副会長） 

今言われましたけれども、新開委員も言われましたけどですね。この方

は、現在、違反転用中なんですね、違反行為。だからここに、8 ページ

の報告事項に書いてあるように、畦畔を撤去し作付けしたことに対し

て、あなたはこの違反状態であるということを自覚させるために、始末

書を取っている、私はそう理解してます。何も私たちは今していること

が、一度、畦畔を崩してされた。それでこれは、事務局が最初にちゃん

と届け出らないかんとですよと言ってもそれを無視してあったと。そし

て 2回目が、それを実際もう舎利藏と同じで戻された。しかし、それを

検査と言っていいのか立会いが終わったら、また崩している。だから、

そういう非常に原状復旧しなさいと言った時に、悪質だと言いました。

だからこのことに対して、今現在、現況は違反中ですよっていうことに

対しての始末書と私は理解してますから。これをどう取り扱うことをで

すね、私は今、この方は違反転用中ですから、今回 9月に協議する案件

じゃないと私は思ってます。その後、まだそういうことがある中で前も

って協議する話じゃないと。私はそのように思います。以上です。 

 



（議長） 

今も受け付ける状態じゃないですよね、実際言うて。よろしいですか。 

（全員） 

はい。 

協議結果 受付不可（違反転用を解消後に協議） 

報告第 24号第 1項 農地改良（一時転用を含む）の事前着工案件の状況報告について 

※第 2項と関連、一括審議 

土地の表示 

仁保字岩野 88、田、1,776㎡ 

所有者・耕作者：柴田昌平 

令和 2年 1月 10日 3条許可 

令和 2年第 5回 

総会後の経緯 

令和 2年 5月 25日（原状回復確認）事務局：柴田係長、髙木 

令和 2年 5月 27日（原状回復確認）新開農業委員 

令和 2年 5月 31日（原状回復確認）嶋田推進委員 

令和 2年 7月 6日（作付け確認）事務局：柴田係長、髙木 

※ 畦畔なし。 

令和 2年 7月 7日（新開農業委員より所有者へ状況確認） 

※ 今秋刈取り後、畦畔を原状回復し作付け。（始末書提出要） 

令和 2年 7月 10日（第 7回総会：口頭報告） 

※ 畦畔を撤去し作付けしたことについて始末書の提出を求める。 

※ 当該地は 1筆であることから、今秋刈取り後、隣接農地（仁保 

124）との間の畦畔を復旧。 

補足説明 

（事務局） 

これは、先月の総会の最後に、事務局から報告をさせていただいた案

件でしたけれども、私どもの方が口頭での説明でしたので、皆様方か

ら分からないといった御意見がありましたので、第 1項及び第 2項と

いうことで、土地の表示及び第 5回総会後の経緯、それと A3横の資

料になりますけれども、庄内の仁保の案件と穂波の舎利蔵の案件の原

状回復時点と現在作付けを確認した時点の写真をつけさせてもらっ

ております。これにより報告をさせていただきたいと思っておりま

す。なお、第 1項につきましては、経緯を書かせてもらっております

が、この中で、下から二つ目の項目になりますけれども、令和 2年 7

月 7日に 10番新開委員より所有者に状況を確認していただいて、今

年の秋以降、刈り取り後に、畦畔を原状回復し作付けをするというこ

とで、本人から始末書も提出してもらうような話をしていただいてい

るところでございます。8月 7日付けで、始末書が提出されておりま

すことを御報告させていただきます。第 2項につきましては、前回報

告させていただいておりましたけれども、作付の方が完了したことを

報告をいたします。以上となります。 

質疑・意見 
（議長） 

質疑を許します。何か御意見ございませんか。 



（13番農業委員：大熊委員） 

2件、庄内と穂波の 2件出ておりますが、これは庄内の方は、一度、

土地改良を無断でされたという件がありましてですね。その後、事務

局の指導で元に戻されて、そしてその後また田植えをしてあると。そ

の田植えをされている状況が出ておりますが、これは、元に戻した分

の写真ですかね。それで現地を見ますと、田んぼが 1枚の田んぼにな

って田植えをしてあるんですよ。この庄内の方はですね。それで、こ

れはあれですかね、一度元に戻してそれをまた、事務局等が確認した

後に、またそれを 1 枚にして田植えをしてあるような状況なんでし

ょ。そこはどんな風ですかね、事務局。 

（10番農業委員：新開委員） 

今、13 番大熊委員が言われたことについては、先月の 7 月総会の時

点で協議したことだと思います。何でかと言うと、そこに記載されて

いると思いますが、私が柴田さんのところに行って、畦を戻すという

ことの中で、4番茅野委員がそこは 1筆だから、中の 2本の畔は無く

しても良いんじゃないかということで、先月の協議でもう終わってる

ことだと思いますけど。 

（13番農業委員：大熊委員） 

確かに、そういった話をされておりましたが、これは、その時の話は

1枚の田んぼを畦畔が昔で言うたら、有るか無いかのような低い所を

区別するために中畦を作ったとかそういった感じの田んぼやったと

言うことを言われてたですね。その時にですね。実際それはそうだと

思いますが、これはお尋ねしますけどね。今度、土地改良された時に

は、泥の持ち込みというのはなかったわけですか。 

（10番農業委員：新開委員） 

ありません。 

（13番農業委員：大熊委員） 

土の持ち込みはない。そしてその中で、全部されたということ。そし

て今、畦畔が作ってあるのは元通りにこれはされたということです

か。 

（議長） 

前回の時にですね、結局田植えが終わっとるから、今度稲刈りして刈

り入れして、その後にさせてくださいということじゃないですか。違

うんですかね。 

（10番農業委員：新開委員） 

前回の協議の中でそれは決まったことだと私は認識しております。 

私が、この図面の中で要するに畦が全部作ってあるんですけど、これ

は結局ですね、1番上の方からいくとこの 2本は元々一筆だから、い

らないんで、4番茅野委員が言われたのは、もうこれは一筆だからこ

の 2本は無くして、Z型ですね、この図面からいくと下のこれ、なり



合わせにしただけであって、この 2本についてはいらないんじゃない

ですかということで、4番茅野委員からのご指摘、これ一筆でしょう

ということで決まったことで、その分、案件を持って私は日にちを忘

れましたけど、柴田さんのとこに行きまして、この図面からいくと、

下の 2 本は作らないで、上の 2 本 Z 型ですね。この図面からいくと

125番 1っていうのが他人名義なんですよね。124番と 88番が本人名

義なんですよ。だから、前回の 7月の時点では 125番の線と 124番の

線ですね。この線だけ畦を作ってくださいよっていうことで決まったこ

とだという風に私は認識しております。 

（13番農業委員：大熊委員） 

写真から見るとどこになるわけですか。この畦ということでしょ。 

（10番農業委員：新開委員） 

この 2本が無くなるんです。これから上が他人名義です。 

そういう風で、88番の一筆について畦を塗りますと。125番 1と 124番

の部分についてですね。だからこの図面からいくと私 Z型と言ったんで

すよね。こういう風に畦を塗らなくちゃいけないですよということで、

それは総会の後も行って、それでそういう風に刈取り後は、そういう風

にしますという始末書を出してくださいということで、始末書が出てい

ると思います。 

（13番農業委員：大熊委員） 

今、10番新開委員から状況説明がありましたが、これは一応ですね、土

地改良を無断でされて、それを事務局から指導があって元に戻されたと

いうことの報告がありましてですね。そしてそれをまた、田植え前にま

た 1枚の田んぼにまた改良されて田植えされたと。だから、それについ

ては今年の秋上がりにまた元の状態に復元しますというようなことの

報告はあったと思います。それはそういったことで、仕方ないかと思い

ますが、私が申し上げたいのは 2回違反転用されたということですね。

土地改良の一時転用ですか。1 番最初と今もまた、土地改良してあるわ

けでしょうが。最初の時とこれは 2回目でしょう。 

（10番農業委員：新開委員） 

柴田さんが買った時の状態がこの図面の畦の作り方だったんですよ。こ

の畦の図面が柴田さんが買ったときの図面やったんです、それで 1 年 1

作してくださいっていうことで頼んでおいたら、畦を取っ払って植えら

れたということで、1 回の転用ですよ 2 回じゃないですよ。買ったとき

の畦に戻しただけです。 

（議長） 

結局前回の総会で、いろんな違反があっとるから、もう無理やり今の段

階で、もう無理やり元に戻せとそうしますかと。そうやなくて、せっか

く植えとるからですね、収穫が終わってちゃんとしますと、それに対し

て始末書も入れますということで、皆さんは認められたと私は理解しと



るんですよ。だからそのように、ちゃんと指導していく。そして最終的

に、改善をしていくというのを見守って行けばいいんじゃないですか

ね。それやないで、もうしとるから何かペナルティをしなさいというこ

とを言ってあるのですかね。前回はもうそういうことなら、稲刈りが終

わった後にしてもらえればそれでいいんじゃないかと、決まったと思う

んですが。 

（13番農業委員：大熊委員） 

それは確かに稲刈りした後に、また復元してもらえば良いという風なこ

とで話は確かにありましたですね。それで、私が今、言っていますのは、

一番初めに買われた時は、この状態の田んぼというようなことで今言わ

れましたが、それを一度土地改良されたわけでしょ。事務局の方で指導

したけども、それは本人が分からなかったということで、またそれを戻

したと。だからその時に、無断転用してあるわけですね、一時転用です

けど。そして、それを指導されたから一回戻したと。だから元に、畦畔

を作って戻したということです。 

（10番農業委員：新開委員） 

それで 2回ということですか。 

（13番農業委員：大熊委員） 

戻された後と、その後また田んぼ植えているじゃないですか。戻した後

にまた 1 枚にして田んぼ植えてあるじゃないですか。だから、また、2

回目の土地改良されたことになるわけでしょ。 

（10番農業委員：新開委員） 

元々あった畦を切って、作ってまた切ったとおっしゃってるんですね。 

（13番農業委員：大熊委員） 

だから 2回土地改良されたということでしょ。要するに。 

（10番農業委員：新開委員） 

違います。今、13番大熊委員が言われているのがですね、元々あった畦

を一度切って、田植えの前に元に戻せと言ってまた畦を作ったからこれ

2回の転用っていう言い方ですよね、これ多分。違いますか。 

（13番農業委員：大熊委員） 

最初に買われたときの農地状態がこれでしょ。それを事務局がこの前、

経過を出してあったやないですか。この人の経過について出しとったや

ないですか。経過報告されたやないですか。7月やったですかね。 

（10番農業委員：新開委員） 

要は 13 番大熊委員が言われようとするのは、これ 2 回も転用している

ので極端な言い方すると悪質やないかという言い方かも分かりません

よね。 

（議長） 

一応始末書が出てですね、そして稲刈り後に改善しますということで言

われとるわけでしょ。だから、それでいかんわけですか。 



（13番農業委員：大熊委員） 

稲刈り後に改善しますということですけれどもね、それは皆それで、納

得をしてると思いますが、しかし、2 回無断転用されたということにな

るではないですか。違いますか。 

（10番農業委員：新開委員） 

2回転用と言われていますが、それは 13番大熊委員には申し訳ないけれ

ども前回で片付いたことだと私は認識しております。 

（13番農業委員：大熊委員） 

それは分かっていますよ。分かってるけど、実際に 2回無断転用されて

いるとですよねということを確認している。 

（10番農業委員：新開委員） 

それを何回も何回も持ち出すということは、過去のことを何回持ち出し

ということにならんですかね。いや、言われようとすることは私も分か

ると思いますけど、そこを何回も何回も根掘り葉掘り、まだ私この後に

言わないといけないことがあるんで、時間も延びるかなと思ってるんで

すけどね。そこは、2回と 13番大熊委員は思われてるかも分かりません

けど、農業委員会の前回の総会の中で、もう一応終わったことだと私は

思いますけど。 

（13番農業委員：大熊委員） 

それは最終的にそういった説明になってなかったでしょ。説明はされま

したけどね。みんなが納得されたわけではなかったと思いますが。それ

はそれとしていいのですが、事務局の方、そこら辺の確認は出来んとで

すか。 

（16番農業委員：深町委員） 

先程から庄内の件言われております。この中で 2項目の舎利蔵が私の担

当地区です。この 2つを比較した場合に、舎利蔵の場合はもう完全に事

前に着工してあったので是正させて原形復旧をさせておると。そして田

植えをさせてあると。庄内の場合については、原形復旧をさせてそれを

また崩して、畦が 1本残っとるだけと言われている。違反は違反だと。

私達から言うと舎利蔵と庄内と同じレベルで言われることに対しては、

地元農業委員としてちょっと不満があります。それは何かと言うと、舎

利蔵の場合は原形復旧を完了して、そして作付けをやっておるから現状

何も問題ない状態に戻してあります。庄内の場合については、皆さん、

事務局あたりが調査して、その時は原形復旧を確認しておると。その後

に、原形復旧しとったものを、畦を一部分でも取っ払ってから田植えを

やっていること。それを、同じ状態で言われること自体は地元農業委員

として不服です。何故かと言いますと、この稲刈り後のスタートは同じ

ラインでスタートするような形で、これに書かれております。やはり原

形復旧をして、素直にやったことに対しては、やっぱりそれなりの差を

付けてもらわないかんです。また、私は地元に帰ってから舎利蔵の農業



者の人達にどういう説明をしていいのか分かりませんので、一応それ申

しておきます。 

（議長） 

もちろん舎利蔵はですね、ちゃんとしてあります。これは認めます。 

（10番農業委員：新開委員） 

今、16番深町委員が言われていること、これも前回終わったことであっ

て、じゃあですね、農業委員にこの庄内の仁保の案件については、私に

も非があると思います、間違いなく。でも一人一人の農業委員が、1 回

1 回、1 年間農地パトロールで、じゃあ 1 週間に 1 回農地を見に行きま

すかっていう話になって、極端な話ですよ。私はこの件があってから庄

内地区を 1か月１回位は何か機械が入ってるかなとかいうので、これを

機に私は庄内全部を月に 1回パトロールするようにしました。でも、こ

の案件で、どこの案件でも一緒ですが、今、16番の深町委員が言われま

すように、それを全部するとなると、農業委員は毎月 1 回、週に 1 回 2

週間に 1回、自分の農地を全部見に行かなければならない。たまさかこ

れは、されよったのを事務局が通った時に見て、私も全然知りませんで

した。これは私の責任、地元農業の責任かも分かりません。それはね、

あえて私は受けます。受けるけど、そこまで皆さんしなくちゃいけない

のかということで、今 16 番の深町委員の言われたことは、庄内と穂波

は違いますという差別的なことを言われたので、私はそれは納得いきま

せんね。申し分けないけど。 

（11番農業委員：上田委員） 

これは、報告事項なんですよね。先程事務局が報告したように、前回の

総会の中で、こういう風にやろうよという風に決めたものを、その通り

事務局なり農業委員さんなりの指導の中でやってきとるわけですから、

それはもうそのまま進行していいんじゃないかと思うんですけどね。こ

れ以上、今、前回の総会で決めたことを、いや、ああじゃないこうじゃ

ないというふうに掘り返してすれば、この、今決めたことをまた次の総

会で言うのかということになってしまうんですよね。ですから、これは

報告事項ですから報告事項として終わらせていただきたいと思います。 

（2番農業委員：大隈副会長） 

ただ、この前回の時、私が言いかけたのはですね、13番大熊委員が言い

たいことが私にはよく伝わってこなかったんですけども。総会後に事務

連絡の中で、係長が説明したもんだから、それはおかしいやろうって私

言いました。だから、今日は欠席してあるけども、14番多田委員が写真

も資料も無いところで言うても分からんて。だからちゃんと報告するよ

うにと言ったから、今日正式に書類として出たからですね、尋ねられよ

うちゃろうと思うし、前は総会の中でかけないとおかしいぞって、私、

言ったはずです。ですから今日がですね、事務局がこの資料を出す時に、

名前なんか書いてなかったので全部出せと言いました。前の時に、総会



の後の事務連絡の時に言っただけじゃ分からないと。きちんと報告しな

さいという形で。どっちにこうということはないですが、きちんと報告

が仕切り直しして、事務局が報告していると認識しています。 

（議長） 

よろしいですか。今後状況を注視しながら対応していきたいと思いま

す。そういうことでよろしいですかね。また報告をさせていただきます。 

（13番農業委員：大熊委員） 

報告 24 号の中で、土地の表示のところに経過が書いてありますね、右

側のほうに。第 5 回総会後の経緯ということで、令和 2 年 5 月 25 日に

原状回復確認と事務局がですね。5 月 27 日に 10 番新開委員が、5 月 31

日に、27番嶋田推進委員が原状回復の確認をされております。これ原状

回復を確認されたというのは、1 回、土地改良がされたということでし

ょうが。そういうことでしょう、事務局。原状回復確認はじゃあ何のた

めに行かれたとですか。土地改良がされとったから元に戻しなさいとい

う風な指導をして、その後、原状が回復されたことを確認されたわけで

しょう。そこら辺どんな風ですか。 

（事務局） 

その通りです。先程の別紙に付けておりました、右上に畦がついてるこ

の状況を確認に行ったというところであります。後ですね、どうしても

委員さんとの調整がつかなかったりとかいうことがありましたので、3

日に分けてというような形になっておりますけれども、それぞれ、事務

局、農業委員、推進委員ということで確認を、この状況で確認したとい

うことで、こちらの方に記載をさせていただいております。 

（11番農業委員：上田委員） 

先程から、13 番大熊委員が色々言われておるようですので、聞いとる

我々は現実に何を言いたいのかということが非常に分かりづらいので、

端的にどういうことですよということをですね、おっしゃってくださ

い。何が言いたいのかということですね。 

（13番農業委員：大熊委員） 

それは先程も言いましたように、原状回復をされた前に土地改良されて

るのは 1 回で、2 回目が田植えをされたその前に、その途中にされたと

いうことで 2回土地改良されているでしょうがということを言いたいた

めに、そこを言っているわけです。 

（議長） 

だからペナルティか何かをしなさいということですか 

（13番農業委員：大熊委員） 

そこら辺の確認をしてるわけですよ。この前も途中で終わったでしょう

が。 

（議長） 

始末書が出てですね、稲刈りの後には改善しますということで進んでい



きよるんじゃないんですかね。そうですよね。でも、今、舎利蔵はちゃ

んとしとるのに、あれならペナルティを与えるべきやないかという意見

があれば、出していただいてもいいと思います。 

（13番農業委員：大熊委員） 

それはペナルティをかけるなら、どういったペナルティをかけるかとい

う協議まで行くとなら、そこら辺の話になってくるんですよね。 

（議長） 

とにかくですね、稲刈りが終わってしますということで始末書が出とる

からですね、それを見ながらですね、そしてまた皆さんの意見も聞きな

がらしていきたいと思います。もうとにかく時間も過ぎておりますの

で、この件についてはですね、打ち切らせていただきたいと思います。 

結果 済 

 

報告第 24号第 2項 農地改良（一時転用を含む）の事前着工案件の状況報告について 

※第 1項と関連、一括審議 

土地の表示 

舎利蔵字居尻 25-1、田、1,290㎡ 

舎利蔵字居尻 27、田、1,784㎡ 

所有者：熊谷万里子 

耕作者：國丸正一 

令和 2年 4月 1日利用権設定 

令和 2年第 5回 

総会後の経緯 

令和 2年 5月 18日（原状回復確認） 

深町農業委員、水間推進委員、耕作者、関係者、 

事務局：柴田係長、髙木 

令和 2年 7月 6日（作付け確認）事務局：柴田係長、髙木 

令和 2年 7月 10日（第 7回総会報告） 

※ 完了報告。 

補足説明 第 1項に記載 

質疑・意見 第 1項に記載 

結果 済 

 



報告第 25号第 1項 農地法第 18条第 1項ただし書による合意解約の報告について 

土地の所在地 

地目、面積 

庄司字尾多良 819-1 田 972㎡ 

外 計 2筆 2,182㎡ 

借主 
庄司 774番地 2 

市吉 英男 

貸主 
庄司 786番地 1 

杉尾 光男 

解約事由 双方合意 合意年月日 令和 2年 7月 8日 

備考 賃貸借権設定（基盤） 引渡年月日 令和 2年 7月 8日 

結果 済 

 

報告第 26号 農地転用完了等の報告について 

①前月中に、 

（1）完了予定日を迎える転用案件、 

（2）完了確認を行った転用案件、 

（3）現況証明書を交付した転用案件 

②今月中に 

（1）完了予定日を迎える転用案件 

③前月中に 

（1）非農地証明を交付した案件  

別紙一覧表のとおり 

備考 なし 

結果 済 

 

報告第 27号 議案第 31号第 1項における事業計画の修正について 

 項 当初事業計画 変更後事業計画 

令和 2年 7月 10日開催 

議案第 31号（審議分） 
1 住宅車庫敷 庭敷拡張 

令和 2年 7月 10日開催 

議案第 31号（修正後） 
1 一般住宅敷 敷地拡張 

補足説明 
（事務局） 

県の承認書の記載に合わせて修正するもの。 

結果 済 

 

報告第 28号 議案第 32号第 1項における転用目的の修正について 

 項 当初事業計画 

令和 2年 7月 10日開催 

議案第 32号（審議分） 
1 庭敷拡張 

令和 2年 7月 10日開催 

議案第 32号（修正後） 
1 敷地拡張 



補足説明 
（事務局） 

県の許可書の記載に合わせて修正するもの。 

結果 済 

 

報告第 29号 議案第 32号第 3項における事業計画の修正について 

 項 当初事業計画 

令和 2年 7月 10日開催 

議案第 32号（審議分） 
3 共同住宅用駐車場敷 

令和 2年 7月 10日開催 

議案第 32号（修正後） 
3 駐車場敷 

補足説明 
（事務局） 

県の許可書の記載に合わせて修正するもの。 

結果 済 

 

報告第 30号 議案第 32号第 4項における小字表記の修正について 

 項 土地の所在地 

令和 2年 7月 10日開催 

議案第 32号（審議分） 
4 

椋本字フクジリ 112-1 

椋本字フクジリ 112-2 

令和 2年 7月 10日開催 

議案第 32号（修正後） 
4 

椋本字フグシリ 112-1 

椋本字フグシリ 112-2 

補足説明 
（事務局） 

登記簿の記載に合わせて修正するもの。 

結果 済 

 


