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農業委員会第６回総会議事録 

 

１．日 時  令和２年１２月１４日（月）午前９時３０分～午前１１時１０分 

 

２．場 所  鈴鹿市役所 １２階 １２０３会議室 

 

３．出席委員（１９人）  

  会長 長谷 康郎   会長職務代理者 鈴木  秀 

 １番 田中 恒司   ４番 佐々木 平   ５番 小菅 武次 

 ６番 堀田 長久   ７番 飯田 秀治   ８番 辻󠄀    望 

９番 加藤 三久  １０番 小林 伸康  １１番 大石 徹也 

 １２番 平子  伸  １３番 稲田 利幹  １４番 上田 みね子 

 １５番 近藤 啓子  １６番 大野 久美子 １７番 三田 久憲 

 １８番 豊田 栄美子 １９番 望月 広志 

              

４．欠席委員（０人） 

        

５．事務局  

農業委員会事務局 菅沼次長，岩嵜農地ＧＬ，森田，田吹 

農林水産課農政Ｇ 大西 

 

６．議事日程 

 開会 

   第１ 第１号議案  農地法第３条の規定による許可申請について（所有権） 

 

      第２号議案  農地法第４条の規定による許可申請について 

 

      第３号議案  農地法第５条の規定による許可申請について（所有権） 

 

      第４号議案  農地法第５条の規定による許可申請について（貸借権） 

 

      第５号議案  農用地利用集積計画について 

               

      報告事項１号 農地法第１８条第６項の規定による通知書について 
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      報告事項２号 使用貸借契約の解約について 

 

      報告事項３号 農地法第３条の規定による届出について（相続等届出） 

 

      報告事項４号 農地法第４条の規定による届出について（専決処理分） 

 

      報告事項５号 農地法第５条の規定による届出について（専決処理分・

所有権） 

      報告事項６号 農地法第５条の規定による届出について（専決処理分・

貸借権） 

      報告事項７号 農地の転用事実に関する照会について（法務局） 

 

報告事項８号 時効取得による移転 

 

報告事項９号 農地法第６条第１項の規定に基づく農地所有適格法人 

の定期報告について 

 

   第２ 農地利用最適化推進委員の委嘱について 

 

   第３ 会長の退任について 

 

   第４ 会長の互選について 

 

 

７．会議の概要 

事務局 

定刻になりましたので，ただ今より，鈴鹿市農業委員会第６回総会を開催いたしま

す。開会にあたりまして長谷会長よりご挨拶をお願いいたします。 

会長（挨 拶） 

事務局 

ここで議事に移らせていただきます前に前回の総会で承認を頂きました第 4号議案

につきまして，一部修正を行いましたので，ご説明いたします。 

 資料 第５回総会 第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請について（貸

借権）をご覧ください。転用目的のところでございますが，個人住宅用地と記載いた

しましたが，正しくは，農家住宅用地でございます。住宅用地には変わりありません

し，申請者の方に何か影響があるということはございません。申し訳ございません。 
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それでは，総会議事に移らせていただきます。今後の議事進行は，長谷会長にお願

いいたします。 

議長（長谷会長） 

それでは，お手元の事項書にしたがいまして，議事を進めてまいります。 

まず，開会にあたりまして，本日の農業委員会第６回総会は，委員の過半数が出席

しておりますので，農業委員会法第２７条第３項にて，この会議が成立しましたこと

を報告申し上げます。また，議事録署名者を議席番号 12番平子伸様，議席番号 13番

稲田利幹様にお願い申し上げます。 

 それでは，第１号議案 農地法第３条の規定による許可申請の所有権について 事

務局より説明いたします。 

事務局 

第 1号議案 農地法第 3条の規定による許可申請の所有権について説明いたします。 

まず，1 の 88 番について説明いたします。譲受人は，利用農地 90,102 ㎡を耕作さ

れています。今回の申請地面積は 1,127 ㎡で，併せて 91,229 ㎡となり，許可要件の

全部効率要件及び下限面積要件は問題ありません。機械につきましては，乾燥機を 8

台，トラクター，耕うん機，農用自動車を各 2台，田植機，コンバインを各 1台所有

されています。許可要件の農作業従事要件の労働力及び技術につきましては，本人が

経歴 30 年で，世帯員等その他常時雇用している労働力は，経歴 20 年，10 年が各 1

名です。通作距離は約 1ｋｍです。必要な農作業について，年間約 200 日従事されて

います。取得後は，水稲，野菜を栽培するとの申請です。また，地域の農地利用調整

に協力し，農薬の使用方法等について地域の防除基準に従いますことから，許可要件

の地域との調和要件について，周辺地域への支障はありません。 

続きまして，3 の 86 番，3 の 96 番は譲受人が同一の為，併せて説明いたします。

譲受人は，利用農地 13,250 ㎡を耕作されています。今回の申請地面積は 86 番が 238

㎡，96 番が 403 ㎡で，併せて 13,891 ㎡となり，許可要件の全部効率要件及び下限面

積要件は問題ありません。機械につきましては，田植機，トラクターを各 2台，耕う

ん機，コンバイン，農用自動車を各 1台所有されています。許可要件の農作業従事要

件の労働力及び技術につきましては，本人が経歴 25 年で，世帯員等その他常時雇用

している労働力は，経歴 60 年，50 年が各 1 名です。通作距離は約 450ｍです。必要

な農作業について，年間約 63 日従事されています。取得後は，水稲，野菜，果樹を

栽培するとの申請です。また，地域の農地利用調整に協力し，農薬の使用方法等につ

いて地域の防除基準に従いますことから，許可要件の地域との調和要件について，周

辺地域への支障はありません。 

続きまして，4 の 101 番について説明いたします。譲受人は，新規就農者で現在耕

作面積はありません。今回の申請地面積は 9,722㎡で，許可要件の全部効率要件及び

下限面積要件は問題ありません。機械につきましては，トラクター，耕うん機，田植
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機，コンバインを各 1台リースで，農用自動車を 1台所有されています。許可要件の

農作業従事要件の労働力及び技術につきましては，本人は未経験者で，世帯員等その

他常時雇用している労働力は，経歴 5年が 1名です。通作距離は約 16.4ｋｍです。必

要な農作業について，年間約 150日従事されます。取得後は，水稲，野菜を栽培する

との申請です。また，地域の農地利用調整に協力し，農薬の使用方法等について地域

の防除基準に従いますことから，許可要件の地域との調和要件について，周辺地域へ

の支障はありません。なお，新規就農者面接及び高齢者面接の対象者ですが，新規営

農理由書及び営農計画書を添付の上，申請されており，健康状態についても地区委員

会において問題ないことを確認いただいております。 

続きまして，6 の 89 番について説明いたします。譲受人は，利用農地 3,554.61 ㎡

を耕作されています。今回の申請地面積は 2,012 ㎡で，併せて 5,566.61 ㎡となり，

許可要件の全部効率要件及び下限面積要件は問題ありません。機械につきましては，

トラクター，コンバイン，田植機，乾燥機，農用自動車を各 1 台所有されています。

許可要件の農作業従事要件の労働力及び技術につきましては，本人が経歴 50 年で，

世帯員等その他常時雇用している労働力は，経歴 70 年，10 年が各 1 名です。通作時

間は車で約 25分です。必要な農作業について，年間約 60日従事されています。取得

後は，水稲，野菜を栽培するとの申請です。また，地域の農地利用調整に協力し，農

薬の使用方法等について地域の防除基準に従いますことから，許可要件の地域との調

和要件について，周辺地域への支障はありません。 

続きまして，12の 92番について説明いたします。譲受人は，利用農地 10,295㎡を

耕作されています。今回の申請地面積は 537 ㎡で，併せて 10,832 ㎡となり，許可要

件の全部効率要件及び下限面積要件は問題ありません。機械につきましては，トラク

ターを 2台，耕うん機，田植機，コンバイン，農用自動車を各 1台所有されています。

許可要件の農作業従事要件の労働力及び技術につきましては，本人が経歴 30 年で，

世帯員等その他常時雇用している労働力は，経歴 40 年が 3 名，20年が 1 名です。通

作時間は車で約 5 分です。必要な農作業について，年間約 100 日従事されています。

取得後は，水稲，野菜を栽培するとの申請です。また，地域の農地利用調整に協力し，

農薬の使用方法等について地域の防除基準に従いますことから，許可要件の地域との

調和要件について，周辺地域への支障はありません。 

続きまして，13 の 97 番から 100 番は譲受人が同一の為，併せて説明いたします。

譲受人は，利用農地 16,914㎡を耕作されています。今回の申請地面積は 97番が 1,289

㎡，98番が 1,266㎡，99番が 1,279㎡，100番が 1,249㎡で，併せて 21,997㎡とな

り，許可要件の全部効率要件及び下限面積要件は問題ありません。機械につきまして

は，耕うん機を 4 台，トラクター，田植機，農用自動車を各 1 台所有されています。

許可要件の農作業従事要件の労働力及び技術につきましては，本人が経歴 40 年で，

世帯員等その他常時雇用している労働力は，経歴 10 年が 1 名です。通作時間は車で
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約 3分です。必要な農作業について，年間約 300日従事されています。取得後は，水

稲，野菜を栽培するとの申請です。また，地域の農地利用調整に協力し，農薬の使用

方法等について地域の防除基準に従いますことから，許可要件の地域との調和要件に

ついて，周辺地域への支障はありません。 

続きまして，16の 90番について説明いたします。譲受人は，利用農地 10,613㎡を

耕作されています。今回の申請地面積は 325 ㎡で，併せて 10,938 ㎡となり，許可要

件の全部効率要件及び下限面積要件は問題ありません。機械につきましては，トラク

ター，田植機，コンバインを各 1台所有されています。許可要件の農作業従事要件の

労働力及び技術につきましては，本人が経歴 45 年で，世帯員等その他常時雇用して

いる労働力は，経歴 35年が 1名です。通作時間は車で約 30分です。必要な農作業に

ついて，年間約 200日従事されています。取得後は，水稲，野菜を栽培するとの申請

です。また，地域の農地利用調整に協力し，農薬の使用方法等について地域の防除基

準に従いますことから，許可要件の地域との調和要件について，周辺地域への支障は

ありません。 

続きまして，16の 93番について説明いたします。譲受人は，利用農地 49,755㎡を

耕作されています。今回の申請地面積は 2,206 ㎡で，併せて 51,961 ㎡となり，許可

要件の全部効率要件及び下限面積要件は問題ありません。機械につきましては，トラ

クターを 3台，乾燥機，農用自動車を各 2台，田植機，コンバインを各 1台所有され

ています。許可要件の農作業従事要件の労働力及び技術につきましては，本人が経歴

12年で，世帯員等その他常時雇用している労働力は，経歴 56年，42年，12年が各 1

名です。通作距離は約 1ｋｍです。必要な農作業について，年間約 150 日従事されて

います。取得後は，水稲，野菜を栽培するとの申請です。また，地域の農地利用調整

に協力し，農薬の使用方法等について地域の防除基準に従いますことから，許可要件

の地域との調和要件について，周辺地域への支障はありません。 

続きまして，19 の 87 番について説明いたします。譲受人は，利用農地 8,296.91

㎡を耕作されています。今回の申請地面積は 1,428㎡で，併せて 9,724.91㎡となり，

許可要件の全部効率要件及び下限面積要件は問題ありません。機械につきましては，

耕うん機，トラクター，農用自動車を各 1台所有されています。許可要件の農作業従

事要件の労働力及び技術につきましては，本人が経歴 40 年で，世帯員等その他常時

雇用している労働力は，経歴 10 年が 3 名です。通作時間は徒歩で約 2 分です。必要

な農作業について，年間約 300日従事されています。取得後は，水稲，野菜を栽培す

るとの申請です。また，地域の農地利用調整に協力し，農薬の使用方法等について地

域の防除基準に従いますことから，許可要件の地域との調和要件について，周辺地域

への支障はありません。なお，高齢者面接対象者の為，健康状態について問題ないこ

とを確認いただいています。 

続きまして，20 の 91 番について説明いたします。譲受人は，現在利用農地はあり
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ませんが，今年の 7月まで借り受けて耕作していた経歴がありますので，新規就農者

には該当しません。今回の申請地面積は 856㎡ですが，この後ご審議いただきます第

5 号議案，農用地利用集積計画で 4,719 ㎡申請されており，併せて 5,575 ㎡となり，

許可要件の全部効率要件及び下限面積要件は問題ありません。機械につきましては，

耕うん機を 4台，農用自動車を 2台，田植機，トラクター，コンバインを各 1台所有

されています。許可要件の農作業従事要件の労働力及び技術につきましては，本人が

経歴 10 年です。通作距離は約 8.4ｋｍです。必要な農作業について，年間約 60 日従

事されています。取得後は，野菜，植木，果樹を栽培するとの申請です。また，地域

の農地利用調整に協力し，農薬の使用方法等について地域の防除基準に従いますこと

から，許可要件の地域との調和要件について，周辺地域への支障はありません。 

続きまして，22 の 94 番について説明いたします。譲受人は，利用農地 7,586 ㎡を

耕作されています。今回の申請地面積は 519㎡で，併せて 8,105㎡となりますが，こ

の後ご説明させていただきます 22の 95番で 528㎡を譲り渡すため，利用農地は 7,577

㎡となり，許可要件の全部効率要件及び下限面積要件は問題ありません。機械につき

ましては，トラクター，農用自動車を各 1台所有されています。許可要件の農作業従

事要件の労働力及び技術につきましては，本人が経歴 69 年で，世帯員等その他常時

雇用している労働力は，経歴 44 年，30 年が各 1 名です。通作距離は約 950ｍです。

必要な農作業について，年間約 60 日従事されています。取得後は，茶を栽培すると

の申請です。また，地域の農地利用調整に協力し，農薬の使用方法等について地域の

防除基準に従いますことから，許可要件の地域との調和要件について，周辺地域への

支障はありません。なお，高齢者面接対象者の為，健康状態について問題ないことを

確認いただいています。 

続きまして，22の 95番について説明いたします。譲受人は，利用農地 21,502㎡を

耕作されています。今回の申請地面積は 528 ㎡で，併せて 22,030 ㎡となりますが，

先ほどご説明いたしました 22 の 94 番で 519 ㎡を譲り渡すため，利用農地は 21,511

㎡となり，許可要件の全部効率要件及び下限面積要件は問題ありません。機械につき

ましては，農用自動車を 4台，茶刈機を 2台，トラクター，動力噴霧機を各 1台所有

されています。許可要件の農作業従事要件の労働力及び技術につきましては，本人が

経歴 40 年で，世帯員等その他常時雇用している労働力は，経歴 30 年，20 年が各 1

名です。通作距離は約 1.9ｋｍです。必要な農作業について，年間約 180 日従事され

ています。取得後は，茶を栽培するとの申請です。また，地域の農地利用調整に協力

し，農薬の使用方法等について地域の防除基準に従いますことから，許可要件の地域

との調和要件について，周辺地域への支障はありません。 

以上 16 件，農地法第 3 条第 2 項各号には該当しないため，許可要件のすべてを満

たしていると考えます。また，書類審査及び地区委員会による審査の結果，申請につ

いては特に問題のないものと判断していますので，ご審議のほど宜しくお願いいたし
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ます。 

議長（長谷会長） 

ただ今，事務局から説明がありました第１号議案につきまして，何かご意見ご異議

ございませんか。 

飯田委員 

 4 の 101 番の竹野町の４筆については，第７ブロックとして承認できません。皆様

のご意見をお聞かせください。 

辻󠄀委員 

 第８ブロックで面接した結果ですが，体調面は良好です。ただし，本人が営農作業

をしない模様との感触を受けております。なおかつ，後継者人材は計画中とのことで

す。当面は担い手さんの指導のもと営農活動を行う。この営農活動もよくわからない。

農業委員会からの説明を聞いたにもかかわらず，全く申請書の内容を理解していなか

ったそうです。また，面接に同席された担い手さんの指導のもと営農活動を行うとの

ことですが，当面，作業委託により稲作りをする計画です。今後３年は担い手さんに

任せる意向であり，担い手さんも承諾していると聞いております。事務局からの説明

で，５反要件は満たしておりますが，計画書を見させていただくと，就業日数が 150

日となっているのですが，水耕栽培で 150日もしてみえるのかどうか。仕事が会社役

員となっています。 

お聞きしたいのは，水耕栽培は何を作ってみえるのかと，後継者がいまだ見つかっ

ていないのに，今まで全く農業していない方が 81 歳で今後続けられるのですか。全

部担い手へ任せて，自分はただ，許可になったときに所有権だけということになりま

せんか。計画書で疑問に思うのは，本格的に水稲を栽培したことがなく，知識経験と

も不足しています。担い手に手伝ってもらって知識や技術を教わっていきたいという

ことですが，こういう方が９反もの農作業をやっていけるのですか。それとも担い手

で３年間過ごしていくということで，農地を取得できるのですか。そういうところを

お聞きしたい。 

事務局 

 こちらの案件につきましては，地区から質問書が提出されております。申請の内容

を理解しているのか。営農をできる能力があるのか。とういうような内容について，

行政書士からの回答を地区委員会へは送らせていただいているところですが，水耕栽

培の種類は確認しておりません。申請書の内容を理解していなかったことに関しまし

ては，面接の段階では申請内容を深いところまで理解していなかったとのところです

が，改めて農地法３条の申請の内容を説明し，今の段階では理解しているとの回答で

す。 

辻󠄀委員 

 回答書には，「これから申請の内容を理解してもらいます」と書かれています。「理
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解していただきました」ではなく，「これから理解してもらいます」ということであ

れば，表現が違うと思います。 

飯田委員 

 第７ブロックのほうにも，その結果としての文書はいただいておりません。 

事務局 

 回答書が届いていないとのことですが，金曜日に行政書士から回答をいただきまし

たので，地区へはファックスと郵送で送付しております。 

辻󠄀委員 

 回答書は 12 日の 11 時頃受け取っているのですが，それには，「理解してもらいま

す」と書かれております。これ以後に，「理解してもらいました」という回答書が届

いたのですか。 

事務局 

 委員さんがおっしゃるように，「理解してもいました」という確認はとっておりま

せん。ただ，行政書士には，申請者が全く理解していないと地区委員会では捉えてい

ますということを説明しておりますので，必ず説明し申請者に理解してもらうように

するとの回答は得ております。 

辻󠄀委員 

 金曜日の段階では，まだ理解してないと受け取れます。 

大石委員 

飯田委員と辻󠄀委員が疑義をもっている案件については，この場で議論するのではな

く，一度差し戻して，協議していただいたらどうですか。飯田委員と辻󠄀委員の意見に

は正論性があると思いますので，農業委員会としてもう一度立ち止まって，地区の方

が納得されるところまで，協議していただきたい。 

事務局 

 ご意見ありがとうございました。行政書士との確認もまだ取れてないことですので，

ご指摘のように，この案件は保留にいたしまして，採決からは抜くこととし，改めて，

地区委員さん，農業委員さんと調整してまいりたい。 

飯田委員 

 書類がそろっていれば，地区委員に見てくださいということですか。農業委員会と

してこればダメだというのが必要じゃないでしょうか。 

辻󠄀委員 

許可申請は書類が揃っておれば地区委員会へおろすのですか。それとも内容を精査

したうえでおろすのですか。地区委員のほうからは，内容を十分精査したうえで，地

区委員会へおろしてもらいたいという要望でありました。 

事務局 

転用の案件につきましては，農地法に適合しているかの判断はいたします。窓口で
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書類不備とか考え方が適合してない場合には，受付しない場合が毎月数件ありますの

で，こういったものを精査したうえで，地区へお届けしているところでございます。 

今回の件につきましては，高齢者というのが引っかかるところではございました。

しかし，行政書士によると本人が農業をするというなかで，事務局で判断することは

難しいですので，この場でご協議いただいております。この方が今後も農業を続けら

れるのかについて疑問点があるというご指摘がありましたので，再度，行政書士通じ

て本人に確認をとることになりますが，この案件につきましては，保留したいと思い

ます。 

佐々木委員 

 本人に直接会って，就農計画を聴くのがいいのではないですか。代理人を通じて聴

くのはおかしと思います。 

事務局 

75歳以上の高齢者につきましては，地区のほうで面談をお願いしているところです

ので，今回の案件に関しましても面談は行っていただいています。ただ，内容に疑義

が生じたことになっております。 

佐々木委員 

地区でなくて，事務局で確認をとるべきでないですか。 

事務局 

 今までも通常，地区委員会でご確認いただいて，総会で承認を得ておりますが，今

回疑義がありましたので，この案件につきましては地区委員会とも相談し，必要に応

じて，ご本人とお話しさせてもらいたいと思います。 

議長（長谷会長） 

 4の 101番以外でご意見ご異議ございませんか。 

無いようでございますので，4 の 101 番は保留とし，それ以外の第１号議案は承認

といたします。 

続きまして，第２号議案 農地法第４条の規定による許可申請について，事務局よ

り説明を求めます。 

事務局 

第 2号議案 農地法第 4条の規定による許可申請について説明致します。 

まず，1の 13番は，近隣で建築業を営む者が資材置場用地として転用したい旨の申

請です。申請地は，農業振興地域内，農用地区域外の農地区分第 2種農地です。判断

基準は，国府地区市民センターから東へ約 1,690ｍに位置し，第 1 種農地及び第 3 種

農地のいずれにも該当しない為です。立地基準につきましては問題ありません。資金

は通帳の写しを確認しております。面積の妥当性は，敷地全体を利用する計画の為，

適正と考えています。雨水は自然浸透です。周囲はフェンス，コンクリートブロック

が設置されており，また土留も設置する為，周辺農地への支障はないと考えています。
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一般基準につきましては問題ありません。なお，こちらは 1,000㎡を超える案件の為，

12月 10日に現地確認を実施しております。 

続きまして，3の 14番は，住宅用地の一部として転用したい旨の申請です。申請地

は，農業振興地域内，農用地区域外の農地区分第 2種農地です。判断基準は，加佐登

地区市民センターから南西へ約 440ｍに位置し，地区市民センターから周囲おおむね

500ｍ以内の区域に位置している為です。立地基準につきましては問題ありません。

資金は既存の追認であり問題ありません。面積の妥当性は，建ぺい率 22％を満たす計

画の為，適正と考えています。都市計画法は手続き中です。取水は上水道。汚水・生

活雑排水は合併浄化槽にて処理後，西側道路側溝へ放流します。雨水は西側道路側溝

へ放流します。周囲はコンクリートブロックが設置されており，南側農地との境には

新たに素掘り水路を設置する為，周辺農地への支障はないと考えています。一般基準

につきましては問題ありません。 

以上 2件，書類審査及び地区委員会による審査の結果，申請については特に問題の

ないものと判断していますので，ご審議のほどよろしくお願い致します。 

議長（長谷会長） 

ただ今，事務局から説明がありました第２号議案につきまして，何かご意見ご異議

ございませんか。 

別段無いようでございますので，第２号議案は承認といたします。 

続きまして，第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請の所有権について，

事務局より説明します。 

事務局 

第 3号議案 農地法第 5 条の規定による許可申請の所有権について説明致します。 

まず，1 の 130 番は，近隣造園業者のための駐車場兼資材置場用地として転用した

い旨の申請です。申請地は，農業振興地域内，農用地区域外の農地区分第 2種農地で

す。判断基準は国府地区市民センターから北東へ約 2,050ｍに位置し，第 1 種農地及

び第 3種農地のいずれにも該当しない為です。立地基準につきましては問題ありませ

ん。資金は通帳の写しを確認しております。面積の妥当性は，敷地全体を利用する計

画の為，適正と考えています。雨水は自然浸透及び余水は北側，南側水路へ放流しま

す。周囲は土留めを設置する為，周辺農地への支障はないと考えています。一般基準

につきましては問題ありません。 

続きまして，2 の 122 番は，住宅用地の一部（進入路用地）として転用したい旨の

申請です。申請地は，農業振興地域内，農用地区域外の農地区分第 2種農地です。判

断基準は，庄野地区市民センターから南西へ約 700ｍに位置し，第 1 種農地及び第 3

種農地のいずれにも該当しない為です。立地基準につきましては問題ありません。資

金は残高証明書を確認しております。面積の妥当性は，建ぺい率 22％を満たす計画の

為，適正と考えています。取水は上水道。汚水・生活雑排水は合併浄化槽にて処理後，
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雨水と共に北側道路側溝へ放流します。周囲はコンクリートブロックを設置する為，

周辺農地への支障はないと考えています。一般基準につきましては問題ありません。 

続きまして，5 の 127 番は，農家住宅用地として転用したい旨の申請です。申請地

は農業振興地域内，農用地区域外の農地区分第 1種農地です。判断基準は，石薬師地

区市民センターから北西へ約 2,500ｍに位置し，おおむね 10ヘクタール以上の規模の

一団の農地の区域内にある農地に該当する為です。第 1種農地は，転用を原則として

許可しない農地ですが，集落に接続して設置される住宅に該当する為，例外的に許可

し得るものと考えております。立地基準につきましては問題ありません。資金は融資

の見込みがあることを確認しております。面積の妥当性は，建ぺい率 22％を満たす計

画の為，適正と考えています。取水は上水道。汚水・生活雑排水は合併浄化槽にて処

理後，雨水と共に南側道路側溝へ放流します。周囲はコンクリートブロックを設置す

る為，周辺農地への支障はないと考えています。一般基準につきましては問題ありま

せん。 

続きまして，5 の 132 番は，隣接する板金加工業者のための駐車場兼資材置場用地

として転用したい旨の申請です。申請地は，農業振興地域内，農用地区域外の農地区

分第 1種農地です。判断基準は，石薬師地区市民センターから西へ約 680ｍに位置し，

おおむね 10 ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にある農地に該当する為で

す。第 1種農地は，転用を原則として許可しない農地ですが，既存敷地の拡張に該当

する為，例外的に許可し得るものと考えております。立地基準につきましては問題あ

りません。資金は残高証明書を確認しております。面積の妥当性は，敷地全体を利用

する計画の為，適正と考えています。雨水は自然浸透及び余水は南側水路へ放流しま

す。周囲はコンクリートブロック，Ｕ字溝が設置されている為，周辺農地への支障は

ないと考えています。一般基準につきましては問題ありません。なお，こちらは 1,000

㎡を超える案件の為，12月 10日に現地確認を実施しております。 

続きまして，8 の 125 番は，個人住宅用地として転用したい旨の申請です。申請地

は，農業振興地域内，農用地区域外の農地区分第 2種農地です。判断基準は，飯野地

区市民センターから南西へ約 1,100ｍに位置し，第 1 種農地及び第 3 種農地のいずれ

にも該当しない為です。立地基準につきましては問題ありません。資金は通帳の写し

を確認しております。面積の妥当性は，建ぺい率 22％を満たす計画の為，適正と考え

ています。都市計画法は手続き中です。取水は上水道。汚水・生活雑排水は合併浄化

槽にて処理後，南側道路側溝へ放流します。雨水は南側道路側溝へ放流します。周囲

はコンクリートブロックを設置する為，周辺農地への支障はないと考えています。一

般基準につきましては問題ありません。 

続きまして，8 の 126番は，先程ご説明した 8 の 125 の住宅用地の隣地に，譲受人

が代表を務める建築業者のための駐車場兼資材置場用地として転用したい旨の申請

です。申請地は，農業振興地域内，農用地区域外の農地区分第 2種農地です。判断基
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準は，飯野地区市民センターから南西へ約 1,095ｍに位置し，第 1 種農地及び第 3 種

農地のいずれにも該当しない為です。立地基準につきましては問題ありません。資金

は通帳の写しを確認しております。面積の妥当性は，敷地全体を利用する計画の為，

適正と考えています。雨水は自然浸透及び余水は南側道路側溝へ放流します。周囲は

コンクリートブロック及び側溝を設置する為，周辺農地への支障はないと考えていま

す。一般基準につきましては問題ありません。 

続きまして，12の 133 番は，近隣で譲受人が代表を務める土木建築業者が資材置場

用地として転用したい旨の申請です。申請地は，農業振興地域内，農用地区域外の農

地区分第 2 種農地です。判断基準は，玉垣地区市民センターから東へ約 860ｍに位置

し，地区市民センターを中心とする半径 1ｋｍまでの円で囲まれる区域の，面積に占

める宅地の割合が，4 割を超えている区域内に位置している為です。立地基準につき

ましては問題ありません。資金は通帳の写しを確認しております。面積の妥当性は，

敷地全体を利用する計画の為，適正と考えています。土地造成は 20ｃｍ程度の盛土で

す。雨水は自然浸透及び余水は東側道路側溝へ放流します。周囲はコンクリートブロ

ックを設置する為，周辺農地への支障はないと考えています。一般基準につきまして

は問題ありません。 

続きまして，15の 128番は，農家住宅用地として転用したい旨の申請です。申請地

は農業振興地域内，農用地区域外の農地区分第 2種農地です。判断基準は，磯山駅か

ら西へ約 370ｍに位置し，鉄道の駅より周囲おおむね 500ｍ以内の区域に位置してい

る為です。立地基準につきましては問題ありません。資金は融資の見込みがあること

を確認しております。面積の妥当性は，建ぺい率 22％を満たす計画の為，適正と考え

ています。取水は上水道。汚水・生活雑排水は合併浄化槽にて処理後，雨水と共に北

側道路側溝へ放流します。周囲はコンクリートブロックを設置する為，周辺農地への

支障はないと考えています。一般基準につきましては問題ありません。 

続きまして，17の 131 番は，購入する山林への進入路用地として転用したい旨の申

請です。申請地は農業振興地域内，農用地区域外の農地区分第 2種農地です。判断基

準は，合川地区市民センターから東へ約 740ｍに位置し，第 1 種農地及び第 3 種農地

のいずれにも該当しない為です。立地基準につきましては問題ありません。資金は第

三者の通帳の写し及び確約書を確認しております。面積の妥当性は，敷地全体を利用

する計画の為，適正と考えています。雨水は自然浸透及び余水は東側水路へ放流しま

す。周囲は素掘りの水路が設置されており，土砂等の流出はない為，周辺農地への支

障はないと考えています。一般基準につきましては問題ありません。 

続きまして，17の 134 番は，太陽光パネル設置用地として転用したい旨の申請です。

申請地は，農業振興地域内，農用地区域外の農地区分第 2 種農地です。判断基準は，

合川地区市民センターから北西へ約 1,150ｍに位置し，第 1 種農地及び第 3 種農地の

いずれにも該当しない為です。立地基準につきましては問題ありません。資金は残高
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証明書を確認しております。面積の妥当性は，敷地全体を利用する計画の為，適正と

考えています。雨水は自然浸透です。周囲はフェンスを設置する為，周辺農地への支

障はないと考えています。一般基準につきましては問題ありません。 

続きまして，17の 135 番は，太陽光パネル設置用地として転用したい旨の申請です。

申請地は，農業振興地域内，農用地区域外の農地区分第 2 種農地です。判断基準は，

合川地区市民センターから南東へ約 930ｍに位置し，第 1 種農地及び第 3 種農地のい

ずれにも該当しない為です。立地基準につきましては問題ありません。資金は残高証

明書を確認しております。面積の妥当性は，敷地全体を利用する計画の為，適正と考

えています。雨水は自然浸透です。周囲はフェンスを設置する為，周辺農地への支障

はないと考えています。一般基準につきましては問題ありません。 

続きまして，17の 136 番は，太陽光パネル設置用地として転用したい旨の申請です。

申請地は，農業振興地域内，農用地区域外の農地区分第 2 種農地です。判断基準は，

合川地区市民センターから北西へ約 1,100ｍに位置し，第 1 種農地及び第 3 種農地の

いずれにも該当しない為です。立地基準につきましては問題ありません。資金は残高

証明書を確認しております。面積の妥当性は，敷地全体を利用する計画の為，適正と

考えています。雨水は自然浸透です。周囲はフェンスを設置する為，周辺農地への支

障はないと考えています。一般基準につきましては問題ありません。 

続きまして，20の 123 番は，隣接する土木建築業者のための資材置場用地として転

用したい旨の申請です。申請地は，農業振興地域内，農用地区域外の農地区分第 1種

農地です。判断基準は，椿地区市民センターから北へ約 1,090ｍに位置し，おおむね

10 ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にある農地に該当する為です。第 1

種農地は，転用を原則として許可しない農地ですが，既存敷地の拡張に該当する為，

例外的に許可し得るものと考えております。立地基準につきましては問題ありません。

資金は通帳の写しを確認しております。面積の妥当性は，敷地全体を利用する計画の

為，適正と考えています。雨水は自然浸透です。周囲はＵ字溝が設置されており，ま

た土留及びコンクリート擁壁を設置する為，周辺農地への支障はないと考えています。

一般基準につきましては問題ありません。 

続きまして，20の 124 番は，借り受ける畑への進入路用地として転用したい旨の申

請です。申請地は農業振興地域内，農用地区域外の農地区分第 1種農地です。判断基

準は，椿地区市民センターから北へ約 1,090ｍに位置し，おおむね 10ヘクタール以上

の規模の一団の農地の区域内にある農地に該当する為です。第 1種農地は，転用を原

則として許可しない農地ですが，農業用施設用地に該当する為，例外的に許可し得る

ものと考えております。立地基準につきましては問題ありません。資金は通帳の写し

を確認しております。面積の妥当性は，敷地全体を利用する計画の為，適正と考えて

います。雨水は自然浸透及び余水は南側道路側溝へ放流します。周囲は土留を設置す

る為，周辺農地への支障はないと考えています。一般基準につきましては問題ありま
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せん。 

続きまして，22の 137 番は，太陽光パネル設置用地として転用したい旨の申請です。

申請地は，農業振興地域内，農用地区域外の農地区分第 2 種農地です。判断基準は，

鈴峰地区市民センターから北西へ約 3,720ｍに位置し，第 1 種農地及び第 3 種農地の

いずれにも該当しない為です。立地基準につきましては問題ありません。資金は通帳

の写し及び融資の見込みがあることを確認しております。面積の妥当性は，有効敷地

全体を利用する計画の為，適正と考えています。雨水は自然浸透です。周囲はフェン

スを設置する為，周辺農地への支障はないと考えています。一般基準につきましては

問題ありません。 

以上 15 件，書類審査及び地区委員会による審査の結果，申請については特に問題

のないものと判断していますので，ご審議のほどよろしくお願い致します。 

議長（長谷会長） 

ただ今，事務局から説明がありました第３号議案につきまして，何かご意見ご異議

ございませんか。 

別段無いようでございますので，第３号議案は承認といたします。 

続きまして，第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請の貸借権について，

事務局より説明を求めます。 

事務局 

第 4号議案 農地法第 5 条の規定による許可申請の貸借権について説明致します。 

まず，1の 58番は，個人住宅用地として転用したい旨の申請です。申請地は，農業

振興地域内，農用地区域外の農地区分第 2種農地です。判断基準は，国府地区市民セ

ンターから北西へ約 900ｍに位置し，第 1 種農地及び第 3 種農地のいずれにも該当し

ない為です。立地基準につきましては問題ありません。資金は融資の見込みがあるこ

とを確認しております。面積の妥当性は，建ぺい率 22％を満たす計画の為，適正と考

えています。都市計画法は手続き中です。取水は上水道。汚水・生活雑排水は合併浄

化槽にて処理後，雨水と共に西側道路側溝へ放流します。周囲はコンクリートブロッ

クを設置する為，周辺農地への支障はないと考えています。一般基準につきましては

問題ありません。 

続きまして，1 の 60 番は，太陽光パネル設置用地として転用したい旨の申請です。

申請地は，農業振興地域外の農地区分第 2種農地です。判断基準は，国府地区市民セ

ンターから南へ約 1,510ｍに位置し，第 1 種農地及び第 3 種農地のいずれにも該当し

ない為です。立地基準につきましては問題ありません。資金は残高証明書を確認して

おります。面積の妥当性は，敷地全体を利用する計画の為，適正と考えています。雨

水は敷地内に調整池を設け一時貯留し，下流水路の能力に応じた排出をします。周囲

はフェンスを設置する為，周辺農地への支障はないと考えています。一般基準につき

ましては問題ありません。なお，こちらは 3,000㎡を超える太陽光発電事業の為，12
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月 10日に現地確認を実施しております。 

続きまして，9の 59番は，農業用倉庫用地として転用したい旨の申請です。申請地

は，農業振興地域内，農用地区域内農地です。こちらは，農地法第 5条第 2項ただし

書に規定する，農用地利用計画において農業用施設として指定された用途に該当する

ため，例外的に許可し得る案件です。立地基準につきましては問題ありません。資金

は融資の見込みがあることを確認しております。雨水は自然浸透です。周囲は石積み

及びコンクリートブロックが設置されている為，周辺農地への支障はないと考えてい

ます。一般基準につきましては問題ありません。 

続きまして，13 の 57 番は，近隣土木建築業者のための資材置場用地として転用し

たい旨の申請です。申請地は，農業振興地域外の農地区分第 2種農地です。判断基準

は若松地区市民センターから南西へ約 2,180ｍに位置し，第 1 種農地及び第 3 種農地

のいずれにも該当しない為です。立地基準につきましては問題ありません。資金は残

高証明書を確認しております。面積の妥当性は，敷地全体を利用する計画の為，適正

と考えています。雨水は自然浸透です。周囲は素掘り水路を設置する為，周辺農地へ

の支障はないと考えています。一般基準につきましては問題ありません。なお，こち

らは 1,000㎡を超える案件の為，12月 10日に現地確認を実施しております。 

続きまして，16 の 56 番は，近隣倉庫管理業者のための駐車場用地として転用した

い旨の申請です。申請地は，農業振興地域外の農地区分第 2種農地です。判断基準は

天名地区市民センターから北東へ約 1,520ｍに位置し，第 1 種農地及び第 3 種農地の

いずれにも該当しない為です。立地基準につきましては問題ありません。資金は第三

者からの融資であり，第三者の残高証明書及び確約書を確認しております。面積の妥

当性は，敷地全体を利用する計画の為，適正と考えています。雨水は自然浸透及び余

水は西側既設水路へ放流します。周囲は土砂流出防止柵を設置する為，周辺農地への

支障はないと考えています。一般基準につきましては問題ありません。なお，こちら

は 1,000㎡を超える案件の為，12月 10日に現地確認を実施しております。 

続きまして，22 の 55 番は，農業用施設用地（加工販売所）として転用したい旨の

申請です。申請地は農業振興地域内，農用地区域内農地及び一部農用地区域外の農地

区分第 1種農地です。第 1種農地の判断基準は，鈴峰地区市民センターから北西へ約

2,740ｍに位置し，おおむね 10ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にある農

地に該当する為です。第 1種農地は，転用を原則として許可しない農地ですが，農業

用施設用地に該当する為，例外的に許可し得るものと考えております。また，農用地

部分については，農地法第 5条第 2項ただし書に規定する，農用地利用計画において

農業用施設として指定された用途に該当するため，例外的に許可し得る案件です。立

地基準につきましては問題ありません。資金は通帳の写しを確認しております。面積

の妥当性は，敷地全体を利用する計画の為，適正と考えています。取水は井戸水。汚

水・雑排水は汲み取り式です。雨水は自然浸透及び余水は北側道路側溝へ放流します。
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周囲はコンクリート擁壁及び石積みが設置されており，また小堤を設置する為，周辺

農地への支障はないと考えています。一般基準につきましては問題ありません。なお，

こちらは 1,000㎡を超える案件の為，12月 10日に現地確認を実施しております。 

以上 6件，書類審査及び地区委員会による審査の結果，申請については特に問題の

ないものと判断していますので，ご審議のほどよろしくお願い致します。 

議長（長谷会長） 

ただ今，事務局から説明がありました第４号議案につきまして，何かご意見ご異議

ございませんか。 

別段無いようでございますので，第４号議案は承認といたします。 

続きまして，第５号議案 農用地利用集積計画についてでございますが，農業委員

会等に関する法律 第３１条の規定により，〇〇委員の退席を求めます。 

議案について，事務局より説明いたします。 

事務局 

第５号議案 農用地利用集積計画について，別冊の農用地利用集積計画書により説

明します。 

計画書１８ページ目９８番から１９ページ目１０１番は，栄地区で米１０ｋｇ相当

の振込です。 

以上の計画要請の内容は，経営面積・従事日数など，農業経営基盤強化促進法第１

８条第３項の各要件を満たしていると考えます。またすべてで申請者双方が合意して

おり，かつ地区委員会でも審議いただき承認されております。 

以上，ご審議のほど，よろしくお願いいたします。 

議長（長谷会長） 

ただ今，事務局から説明がありました議案につきまして，何かご意見ご異議ござい

ませんか。 

別段無いようでございますので，この議案は，承認といたします。〇〇委員の着席

を求めます。 

引き続き，第５号議案について，事務局より説明いたします。 

事務局 

続きまして１ページ目１番から６番は，国府地区です。 

１番は，使用貸借です。 

２番から５番は，解除条件付きの１５，０００の現金払いです。 

６番は，米２５ｋｇ，５０ｋｇの物納です。 

１ページ目７番から２ページ目１４番は，庄野地区です。 

７番は，５００，０００万円の売買です。 

８番から１０番は，使用貸借です。 

１１番は，米１５ｋｇの物納です 
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１２番は，米２０ｋｇの物納です。 

１３番は，２筆合計で米５５ｋｇの物納です。 

１４番は，１筆で米３０ｋｇの物納です 

２ページ目１５番から５ページ目２９番は，加佐登地区です。 

１５番から２５番は，使用貸借です。 

２６番及び２７番は，１０，０００円の現金払いです。 

２８番は，７筆合計で６０，０００円の現金払いです。 

２９番は，４筆合計で米２４０ｋｇの物納です。 

５ページ目３０番から１１ページ目５６番は，牧田地区で農地中間管理機構を通し

た使用貸借です。 

１１ページ目５７番から１２ページ目５９番は，石薬師地区です。 

５７番及び５８番は，使用貸借です。 

５９番は，米３０ｋｇの物納です。 

１２ページ目６０番から６３番は，白子地区です。 

６０番から６２番は，３，３００円の現金払いです。 

６３番は，米２０ｋｇ相当の振り込みです。 

１２ページ目６４番から１３ページ目６８番は，稲生地区です。 

６４番は使用貸借です。 

６５番から６８番は，３，３００円の現金払いです。 

１３ページ目６９番及び７０番は，飯野地区です。 

６９番は，使用貸借です。 

７０番は，米３０ｋｇ相当の現金払いです。 

１３ページ目７１番から１５ページ目８１番は，河曲地区です。 

７１番から７３番は，使用貸借です。 

７４番から７６番は，米３０ｋｇ相当の現金払いです。 

７７番は，米２５ｋｇ，３５ｋｇ，５０ｋｇ相当の現金払いです。 

７８番は，米６０ｋｇ相当の振込です。 

７９番は，米１０ｋｇ，５０ｋｇの物納です。 

８０番は，米３０ｋｇ，５０ｋｇの物納です。 

８１番は，米６０ｋｇの物納です。 

１５ページ目８２番は，一ノ宮地区で使用貸借です。 

１５ページ目８３番から１７ページ目９１番は，箕田地区です。 

８３番及び８４番は，使用貸借です。 

８５番は，米２５ｋｇの物納です。 

８６番は，米２５ｋｇ，５０ｋｇの物納です。 

８７番は，米２５ｋｇ，３５ｋｇの物納です。 
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８８番及び８９番は，米３５ｋｇの物納です。 

９０番及び９１番は，米２５ｋｇ，５０ｋｇの物納です。 

１７ページ目９２番から１８ページ目９５番は，玉垣地区です。 

９２番は，農地中間管理機構を通した５，０００円の振り込みです。 

９３番及び９４番は，農地中間管理機構を通した米１０ｋｇ，５０ｋｇの物納です。 

９５番は，米５０ｋｇの物納です。 

１８ページ目９６番及び９７番は，若松地区です。 

９６番は，米２５ｋｇ，３５ｋｇ相当の振り込みです。 

９７番は米３０ｋｇの物納です。 

１９ページ目１０２番は，栄地区で米２０ｋｇの物納です。 

１９ページ目１０３番から２０ページ目１１３番は，天名地区です。 

１０３番から１１２番は，米３０ｋｇ相当の振り込みです。 

１１３番は，米６０ｋｇ相当の振り込みです。 

２０ページ目１１４番から２１ページ目１１６番は，合川地区で米３０ｋｇの物納

です。 

２１ページ目１１７番から１１９番は，井田川地区です。 

１１７番及び１１８番は，使用貸借です。 

１１９番は，２筆合計で米３０ｋｇの物納です。 

２１ページ目１２０番から２２ページ目１２５番は，久間田地区です。 

１２０番から１２２番は，使用貸借です。 

１２３番は，７，０００円の振り込みです。 

１２４番は，１０，０００円の現金払いです。 

１２５番は，２筆合計で１０，０００円の振り込みです。 

２３ページ目１２６番から３１ページ目１７３番は，椿地区で使用貸借です。 

３２ページ目１７４番から１７９番は，深伊沢地区です。 

１７４番から１７６番は，使用貸借です。 

１７７番から１７９番は，５，０００円の現金払いです。 

３２ページ目１８０番から３４ページ目１９７番は，鈴峰地区です。 

１８０番から１９５番は，使用貸借です。 

１９６番は，５，０００円の現金払いです。 

１９７番は，４筆合計で１４，０００円の現金払いです。 

３４ページ目１９８番及び１９９番は，庄内地区です。 

１９８番は，１０，０００円の現金払い及び茶１０ｋｇの物納です。 

１９９番は，１０，０００円の現金払いです。 

 以上の計画要請の内容は，経営面積・従事日数など，農業経営基盤強化促進法第１

８条第３項の各要件を満たしていると考えます。またすべてで申請者双方が合意して
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おり，かつ地区委員会でも審議いただき承認されております。 

以上，ご審議のほど，よろしくお願いいたします。 

議長（長谷会長） 

ただ今，事務局から説明がありました第５号議案につきまして，何かご意見ご異議

ございませんか。 

別段無いようでございますので，第５号議案は，承認といたします。 

 続きまして，報告事項に移らせていただきます。報告事項１から９につきまして一

括して事務局より説明します。 

事務局（議案書朗読） 

議長（長谷会長） 

ただ今，事務局から説明がありました報告事項１から９の案件は，すべて書類内容

等も完備しておりますので，報告といたします。 

報告事項につきまして，ご質問等ございますでしょうか。 

 別段無いようでございますので，報告事項を終了します。 

 続きまして，議事第２ 農地利用最適化推進委員の委嘱について，事務局より説明

いたします。 

事務局 

 議事第２ 鈴鹿市農地利用最適化推進委員の委嘱についてご説明いたします。 

神戸地区の農地利用最適化推進委員の石田委員が９月にお亡くなりになりましたこ

とは，１０月の総会でご報告いたしております。このことにより神戸地区の最適化推

進委員が欠員となりましたことから，推進委員を補充する必要が生じましたので，市

のホームページにて１０月２０日から１１月１９日の１ヵ月間，推薦・応募の募集し

てまいりましたところ，神戸地区委員会より１名の推薦がありましたので，報告いた

します。 

資料議事第２をご覧ください。神戸地区委員会から，推薦いただきましたのは，伊

藤雅良さんで，昭和６０年から神戸地区の地区委員をされており，本年１０月より，

神戸地区委員会の会長に就任されております。この１名の候補者の委嘱につきまして，

審議をお願いいたします。 

議長（長谷会長） 

ただ今，事務局から説明がありました議事第２につきまして，何かご意見ご異議ご

ざいませんか。 

別段無いようでございますので，議事第２は，承認といたします。 

続きまして，議事第３ 会長の退任については，私から提案します。 

 私，皆様に大変ご迷惑をお掛けすることになりますが，一身上の都合により，本日

をもって，会長職を退任させていただきたいと思いますので，ご審議願います。 

 会長の退任について，ご意見ご異議ございませんか。 
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ご意見ご異議ございませんので，議事第３は，承認といたします。 

続きまして，議事第４「会長の互選について」事務局より説明を求めます。 

事務局 

農業委員会会長は，「農業委員会等に関する法律」第５条に農業委員会に会長を置

く。会長は、委員が互選した者をもつて充てる。とありますことから互選で選出され

ることとなります。 

この互選の方法は，委員の皆様による投票と指名推薦による方法があります。投票

による方法ですが，互選は，委員の皆様に投票することと投票されることの両方の資

格がありますので，国政選挙等のように立候補した方に投票する方法ではなく，ご自

身も含め 19 名の委員の中から適任と考える方に投票をして頂くことになります。こ

のことから，全ての委員さんが会長に選ばれる可能性があり，投票が分かれた場合な

どには，数票の投票により会長に選出されることも考えられます。なお，投票するこ

ととされることを予め辞退することができますが，その際はどちらか一方ではなく両

方とも辞退いただくことになります。 

もう一方の指名推薦による方法は，会長に適任と考える方をご自身あるいは他の委

員より推薦頂き，推薦された方を全委員で審議頂き，意見・意義のない場合，会長に

選任されるものです。この方法は，７月開催の第１回総会で，当時の長谷委員が堀田

委員に推薦され，皆様に審議頂いた結果，意見，意義なく会長に承認されたものと同

じ方法でございます。以上が互選の説明でございます。 

議長（長谷会長） 

 ただいま事務局から説明がありました互選の方法について，いずれの方法で行うか 

ご意見ございませんか。 

大石委員 

 先般の議会で，岡本局長がこれからの農業委員会は透明性を担保していくと答弁さ

れていました。私は透明性の担保というのは，基本的に選挙だと思いますので，選挙

していただきたいのですが，ただ，誰に入れてよいかわからないという話しもあるの

で，推薦と選挙を兼ね合わせた格好で，誰かに推薦いただいて，その方に票が集まれ

ばいいのかなと。７月の総会で堀田委員が長谷会長を選ばれたけど，わずか半年経た

ずに体調不良になったという経緯もありますから，ここはみんなの責任の中で選挙で

選ぶというやり方を取っていただくのが，透明性の担保の意味では一番妥当かなと思

います。 

事務局 

 現在１２月定例議会が開催中でございますが，先週一般質問で農業委員会に関する

質問を頂いておりまして，その内容につきましては，議事録が出来ましたら，皆様に

紹介させていただきます。互選というのは，投票なら名簿と投票用紙をお配りし，こ

の方と思う方を皆様がご自由に書いていただくものです。もう一方の指名推薦はどな
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たかを推薦して，そこで投票するのではなくて，皆様の承認によって決定する方法で，

指名していただいた方を投票していくというのは互選には当たりませんので，どちら

かの方法でお願いしたいと思います。 

大石委員 

 わかりました。あまり投票に固執はしませんけど，先般，長谷さんも次期は堀田さ

んに会長をしていただくといいなという話しも聞かせいただきましたので，私のほう

からも，推薦のやり方でいくのであれば，堀田さんにお願いして皆さんの挙手で決め

ていただければと思います。 

議長（長谷会長） 

 大石委員から指名推薦の選択と堀田委員の推薦がありましたので，ご審議頂きます。 

会長の互選を指名推薦で行い，新会長に堀田委員を推薦することについて，ご意見ご

異議ございませんか。 

 （意義なしの声） 

議長（長谷会長） 

 ご意見ご異議ございませんので，全会一致により，新会長は堀田委員に決定いたし

ます。ここで堀田委員より，ご挨拶をお願いいたします。 

堀田委員 （挨拶） 

議長（長谷会長） 

以上で，本日の議事は，すべて終了いたしました。 


