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７．会議の概要
（開
事 務 局

会）

ただ今から能代市農業委員会総会を開会いたします。
欠席の届出がありますので、ご報告いたします。
議席番号１番 髙橋豊彦委員、１５番 飯坂司委員の２名です。
１９名中１７名の出席となっており、出席委員は定足数に達しております。
それでは、佐藤会長からご挨拶と総会の議長と進行をお願いいたします。

議

長

それでは会議に入ります。
始めに、前回の会議以降の会務報告を事務局より願います。
（事務局説明）

議

長

ただ今の報告について、ご質問等ありませんか。
（なしの声）

議

長

ないようですので会議を進めます。
次に、議事録署名委員の選出ですが、慣例に従い当方より指名したいと思
いますが、ご異議ございませんか。
（異議なしの声）

議

長

異議がないようですので、当方より指名いたします。
議席番号３番 平川義市委員と議席番号４番 茂呂誠委員の両名にお願いし
ます。

議

長

それでは、議案第１６号 農地利用状況調査による非農地判断についてを
議題とします。事務局の説明を願います。

事 務 局

議案第１６号 農地利用状況調査による非農地判断について、農地利用状況
調査において、農地への復元が困難と見込まれた農地について、農地法第２条
第１項で規定する農地に該当しない、非農地とするためご提案いたします。
農地への復元が困難と見込まれた農地の地目は、田、５５筆、所有者数３５
人、面積２６，７７６．２７㎡。畑、１０２筆、所有者数７５人、面積６２，
６５０．１２㎡。計、１５７筆、所有者数１０５人、面積８９，４２６．３９
㎡です。

農地利用状況調査は、平成３０年８月下旬から１０月下旬まで、農業
委員と農地利用最適化推進委員二人一組の２８班体制で、市全域をパト
ロールしていただきました。
その内、樹木が繁茂する等農地への復元が困難と報告があった農地
は、土地改良区等との調整後に所有者へ予告通知し、改善意向や支障が
生じる等の意思表示があったものは除外しております。また、一部、本
人からの申し出があり現地確認を行なった農地も含まれております。
２ページをご覧ください。
非農地判断を提案する農地は、整理番号１ 久喜沢字館の下４０ 農
地台帳の地目は畑、現況は原野状態となっており、面積は１３４㎡、農
地区分は農用地区域内の農地です。
他、１５６筆 合計面積は８９，４２６．３９㎡です。計、１５７筆
中、１５６筆が背の高い樹木が繁茂する状態であり、１筆が保全管理さ
れていますが用水、排水が無い上に周囲で一番低くいため、稲作、畑作
にも適しない農地であります。
ご承認頂ければ、この後は所有者に対し、農地台帳より削除すること
を通知するとともに、登記簿の地目を変更することを要請します。
説明は、以上です。
議

長

事務局の説明が終わりましたが、何かご質問等ありませんか。

平川義市委員

登記簿の地目変更に要する費用は、どの程度か。

事 務 局

地目変更に要する費用は不明ですが、行政書士における所有権移転に関する
基本料金は４から５万円で、さらに１筆ごとに数千円掛かると聞いておりま
す。
なお、登記簿の地目変更は、要請するとはなっていますが、必ず変更して下
さいという強いスタンスではありません。最終的な判断は個人に任せている状
況です。

平川義市委員

登記簿地目を変更しないでおくとどうなるのか。

事 務 局

例えば、転用等により地目変更が必要となった場合、法務局から農業委員会
へ地目の照会が来ます。その場合、非農地判断している土地は農地で無い旨の
回答が出来るので、その時点で変更を行うことになります。
また、税務課へ地目変更のお知らせをしていますが、変更に関しては本人申

請があってから処理を行うことになっています。
平川義市委員

４から５万円も掛かるのであれば、登記簿の変更手続きをする方は少ないの
ではないか。固定資産税に関しても税額にあまり差が無いとなれば、そのまま
支払っている方が多いのではないか。
行政書士でなく、自分で出来ないか。

事 務 局

基本は自分で変更申請する事になっていますが、申請書の記入は専門的なの
で、行政書士に頼む場合が多くなっております。

議

長

他にご質問等ありませんか。
（なしの声）

議

長

なしの声がありますので、本案を原案のとおり承認することにご異議ありま
せんか。
（異議なしの声）

議

長

本案は原案のとおり承認することに決しました。

議

長

次に、議案第１７号 農地法第３条の規定による許可申請についてを議題
とします。なお、関連がありますので、報告事項１と併せ事務局の説明を願い
ます。

事 務 局

議案第１７号 農地法第３条の規定による許可申請書の提出がありました
のでご提案いたします。
所有権移転
２件、譲渡人２人、譲受人２人、申請土地の面積は、田が３
９２㎡、畑が７９３㎡、計１，１８５㎡。
賃借権設定
１０件、賃貸人１０人、賃借人７人、申請土地の面積は、田
が４７，０７１㎡、畑が４，４３３㎡、計５１，５０４㎡。
使用貸借権設定

２件、貸人２人、借人２人、申請土地の面積は、田が５

８，４５４㎡、畑が１９，０７８㎡、計７７，５３２㎡となっております。
１０ページをご覧ください。
所有権移転 整理番号１
申請土地は浅内字向山１８５、地目は畑で、面
積７９３㎡、価格は総額８万円で、移転事由は経営拡張です。
整理番号２
申請土地は田代字胡麻木岱２６０－１、地目は田で、面積３
９２㎡、価格は無償で、移転事由は経営拡張です。
賃借権設定 整理番号３ 申出土地は松長布１５、地目は田で、面積１，０
４４㎡ほか計４筆 ３，６５４㎡、価格は総額５万円、申請事由は経営拡張で、
設定期間は３年間です。
整理番号４

申出土地は扇田字西扇田２４３、地目は田で、面積１，０２１

㎡ほか計２筆 ３，７８６㎡、１０ａ当たりの賃借料は玄米６０ｋｇ、申請事
由は経営拡張で、設定期間は５年間です。

整理番号５

申出土地は扇田字西扇田２４４、地目は田で、面積１，０２１

㎡ほか計３筆 ３，０６３㎡、１０ａ当たりの賃借料は玄米６０ｋｇ、申請事
由は経営拡張で、設定期間は５年間です。
整理番号６ 申出土地は朴瀬字日影５７－６３、地目は畑で、面積１，９８
２㎡、１０ａ当たりの賃借料は７千円、申請事由は経営拡張で、設定期間は１
０年間です。
整理番号７ 申出土地は落合字砂田６１－１、地目は田で、面積２，５４５
㎡、１０ａ当たりの賃借料は１万５千円、申請事由は経営拡張で、設定期間は
５年間です。
整理番号８

申出土地は坂形字重兵エ台３６、地目は畑で、面積２，４５１

㎡、１０ａ当たりの賃借料は５千円、申請事由は基盤強化法からの再設定で、
設定期間は１０年間です。
整理番号９ 申出土地は浅内字堂社３０３、地目は田で、面積３，０６０㎡
ほか計２筆 ４，８０２㎡、１０ａ当たりの賃借料は玄米６０ｋｇ、申請事由
は契約内容変更のためで、設定期間は５年間です。
なお、この案件は合意解約の通知がございます。４４ページをお願いします。
合意解約 整理番号１ 解約した土地は浅内字堂社３０３、地目は田で、
面積３，０６０㎡ほか計２筆 ４，８０２㎡、離作条件はなし、解約事由は
契約内容変更のためで、合意解約成立月日、土地の引渡月日ともに３月３１日
です。
１１ページにお戻りください。
整理番号１０ 申出土地は中沢字柏台５７－１、地目は田で、面積５，９５
２㎡ほか計２筆 １１，４９８㎡、賃借料は総額３万５千円、申請事由は経営
拡張で、設定期間は６年間です。
整理番号１１ 申出土地は中沢字柏台６１－１、地目は田で、面積４，９１
９㎡ほか計３筆 ８，０４８㎡、賃借料は総額３万５千円、申請事由は経営拡
張で、設定期間は６年間です。
整理番号１２ 申出土地は中沢字柏台６４－３、地目は田で、面積２，３８
９㎡ほか計３筆 ９，６７５㎡、賃借料は総額３万５千円、申請事由は経営拡
張で、設定期間は６年間です。
１２パージをご覧ください。
使用貸借権設定

整理番号１３

申出土地は上谷地４１－１、地目は田で、

面積９６９㎡ほか計３筆 ３，０１１㎡、申請事由は経営拡張で、設定期間
は１０年間です。
整理番号１４ 申出土地は坊ケ崎４２、地目は畑で、面積１，９５３㎡ほか
計３０筆 ７４，５２１㎡、申請事由は経営移譲年金受給のための再設定で、
設定期間は１０年間です。
以上、いずれの案件も農地法第３条第２項の各号に該当しないため許可でき
るものと考えておりますので、よろしくご審議のほどお願いいたします。
議

長

事務局の説明が終わりましたが、何かご質問等ありませんか。
（なしの声）

議

長

なしの声がありますので、本案を原案のとおり承認することにご異議ありま
せんか。
（異議なしの声）

議

長

本案は原案のとおり承認することに決しました。

議

長

次に、議案第１８号

農地法第５条の規定による許可申請についてを議題

とします。なお、関連がありますので、報告事項１と併せ事務局の説明を願い
ます。
事 務 局

議案第１８号 農地法第５条の規定による許可申請書の提出がありました
ので、意見を付すためご提案いたします。
農地転用申請は所有権移転が２件、譲渡人２人、譲受人２人、地目は田が１，
４０２㎡、畑が４９３㎡、計１，８９５㎡です。賃借権設定が１件、賃貸人２
人、賃借人１人、地目は田が３，２７３㎡、畑が４７㎡、計３,３２０㎡です。
１６ページをご覧ください。
整理番号１、申請土地は、寿域長根５５－２、現況地目は畑、面積１０５㎡、
他１筆、計２筆、４９３㎡です。
申請事由は、駐車場であり、都市計画区域内の第２種中高層住居専用区域で
あるため第３種農地と判断しております。
場所については、１７ぺージをご覧ください。
申請地は、能代南胃腸内科肛門外科病院の東側に位置する土地です。
周囲の状況は、北、東、南側は一般住宅、西側は病院となっており、都市計
画区域内の宅地化が進行している地域であるため、第３種農地と判断しており
ます。
事業内容は、１８ページをご覧ください。
申請人は、能代南胃腸内科肛門外科病院を経営しており、従業員の駐車場が
不足し来客用の駐車場に駐車していたため、来客者に不便をかけていたので、
これを解消するため、隣接する土地と合わせ従業員用の駐車場として利用する
計画となっています。
被害防除は、境界はしっかりしており、造成工事は無く、近隣の住宅等に被
害が及ばないように計画されております。
事業費は、全額自己資金になっており、金融機関の残高証明書が添付されて
おります。
整理番号１の説明は以上です
１６ページにお戻りください。
整理番号２、申請土地は、飛根字新富根４７０－２、現況地目は田、面積３
２６㎡、他１筆、計２筆、１，４０２㎡です。
場所については、１９ぺージをご覧ください。
申請地は、二ツ井町飛根地区の国道７号線沿から旧富根小学校へ向かうＴ字
路より南西方向２５０ｍに位置する、国道沿いの農地です。
周囲の状況は、北側は国道、西側は山林、南側は農地、東側は１．５ｍ位の
段差がある市道となっており、南側に続く農地を含め農用地区域外の小集団の

農地であることから、第２種農地と判断しております。
事業内容は、２０ページをご覧ください。
申請人は、二ツ井町切石地区で土木・建築業を営んでおりますが、現在の使
用している資材置場が狭くなってきたため、新たな資材置場として利用する計
画となっております。
被害防除は、境界はしっかりしており、隣接地へ被害が及ばないよう資材崩
れ防止も兼ね、緩衝地を設けて２０ｃｍの盛土を行う計画となっております。
申請地の間には、地下埋設された水路がありますが、水路を破損しないよう
な措置を講じて、その上を往来することで、水路の管理者と調整済となってお
ります。
汚水の発生は無く、雨水は自然流下です。
事業費は、全額自己資金で、金融機関の残高証明が添付されております。
整理番号２の説明は以上です。
次に整理番号３ですが、関連する賃貸契約の合意解約書が提出されておりま
すので、先にご報告します。
４４ページをご覧ください。関連事項は合意解約 整理番号３です。
解約した土地は、二ツ井町字道上中坪２１－８、地目は田、面積９９８㎡、
離作条件は無し、解約事由は転用するためで、解約成立日、土地の引渡し日と
もに平成３１年４月９日です。
関連の報告は以上です。
それでは、１６ページにお戻りください。
整理番号３について、説明します。
申請土地は、二ツ井町字道上中坪２１－８、現況地目は畑、面積９９８㎡、
他２筆、計３筆で３，３２０㎡です。
場所については、２１ぺージをご覧ください。
申請地は、二ツ井町地区の県道西目屋二ツ井線沿いで、能代市役所二ツ井町
庁舎と市道を挟んで位置しております。
周囲の状況は、北西方向は県道を挟んで小売店舗、北東方向は市道を挟んで
能代市役所二ツ井町庁舎、その他は農地となっており、都市計画区域内の準工
業地域であることから第３種農地と判断しております。
事業内容は、２２ページをご覧ください。
申請人は、日用品、雑貨、薬品を販売する店舗を多数経営している法人で、
この度二ツ井地区に新たに店舗を開設しようとするものです。
土地境界はしっかりしており、高さ１．６ｍの盛土を行い、被害防除のため
Ｌ型要壁で土留し、一部は法面を安定勾配で施工する計画となっております。
上水を使用し、汚水は合併浄化槽で処理し、敷地内の雨水と共に土地改良区
管理の水路へ排出する計画となっており、改良区より申請地を転用すること及
び店舗排水の水路放流に関する同意書が添付されております。
事業計画地内には、市が管理する水路等がありますが、現在払い下げする方
向で手続きが進められております。
事業費は、全額自己資金で、金融機関の残高証明が添付されております。
都市計画上の開発行為の許可も必要であることから、転用を許可する際は、
開発許可と同日付けで許可することとなります。
説明は以上です。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。

議

長

大鐘正彦委員

本案は現地調査を行っておりますので、その報告をお願いします。
議案第１８号「農地法第５条の規定による許可申請について」、４月８日
（水）に、現地調査班、第４班、１４番山崎和博委員、１７番工藤次雄委員、
事務局１人と私の４人で現地調査を行いましたので、その結果をご報告いたし
ます。
整理番号１については、現況は、畑で家庭菜園程度の野菜が栽培されており
ました。境界等はしっかりしており、周囲の住宅に被害を及ぼすことのないこ
とを確認してきました。
整理番号２については、現況は田で、休耕状態でありました。２筆の申請地
の間に沢の排水路である水路が埋設されておりました。この水路の上を重機等
などが往来することが予想されましたが、水路が破損しないような措置を取る
こととなっており、その他は境界等はしっかりしており、周囲の農地等に被害
を及ぼすことのないことを確認してきました。
整理番号３については、現況は、畑で一部休耕している状態でした。境界等
はしっかりしており、周囲の農地に被害や耕作するうえで支障が生じないこと
を確認してきました。
以上、ご報告いたします。

議

長

事務局の説明と現地調査の報告が終わりましたが、何かご質問等はありませ
んか。
（なしの声）

議

長

なしの声がありますので、本案を原案のとおり承認することにご異議ありま
せんか。
（異議なしの声）

議

長

議

長

本案は原案のとおり承認することに決しました。
次に、議案第１９号

農用地利用集積計画についてを議題とします。なお、

関連がありますので、報告事項１と併せ事務局の説明を願います。
事 務 局

議案第１９号 農用地利用集積計画の提出がありましたのでご提案いたし
ます。
所有権移転
２件、譲渡人２人、譲受人２人、申請土地の面積は、田のみ
で３７，２３６㎡
利用権設定
１２件、賃貸人１２人、賃借人６人、申請土地の面積は、田
のみで４６，６９３㎡となっております。
２４ページをご覧ください。
所有権移転 整理番号１
申請土地は浅内字大山６－１、地目は田で、
面積１９，９８６㎡ほか計６筆 ２１，３５４㎡、価格は総額１８０万円で、

移転事由は経営拡張です。
整理番号２
申請土地は常盤字大平岱１４、地目は田で、面積１，１１４
㎡ほか計１９筆 １５，８８２㎡、価格は総額１０９万７千６百３４円で、移
転事由は経営拡張です。
利用権設定 整理番号３
３７㎡ほか計４筆

申出土地は戸川向３９－１、地目は田で、面積９

４，０３０㎡、１０ａ当たりの賃借料は１万３千円、申請

事由は経営拡張で、設定期間は３年間です。
整理番号４ 申出土地は塩干田１７４、地目は田で、面積４０３㎡ほか計４
筆 ３，２６８㎡、１０ａ当たりの賃借料は１万３千円、申請事由は経営拡張
で、設定期間は３年間です。
整理番号５

申出土地は塩干田１９１、地目は田で、面積１，０２１㎡ほか

計２筆 ２，０２５㎡、１０ａ当たりの賃借料は１万３千円、申請事由は経営
拡張で、設定期間は３年間です。
整理番号６ 申出土地は松長布１２０、地目は田で、面積１，０４４㎡ほか
計２筆 ２，０８８㎡、賃借料は総額３万円、申請事由は経営拡張で、設定期
間は３年間です。
整理番号７ 申出土地は河戸川字西堂前１２２、地目は田で、面積１，０３
１㎡ほか計２筆 １，８０４㎡、賃借料は総額２万７千円、申請事由は経営拡
張で、設定期間は３年間です。
整理番号８ 申出土地は河戸川字東堂前７５、地目は田で、面積２８０㎡ほ
か計３筆 １，８２０㎡、賃借料は総額２万７千円、申請事由は経営拡張で、
設定期間は３年間です。
２６ページをご覧ください。
整理番号９ 申出土地は扇田字東扇田３２１－１、地目は田で、面積５２４
㎡ほか計６筆 ３，９４６㎡、１０ａ当たりの賃借料は扇田字東扇田が１万円、
扇田字山下が玄米６０ｋｇ、申請事由は経営拡張で、設定期間は３年間です。
整理番号１０ 申出土地は浅内字福田下１７９、地目は田で、面積３，０４
９㎡ほか計６筆 １９，２６５㎡、賃借料は無償、申請事由は経営拡張で、設
定期間は１０年間です。
整理番号１１ 申出土地は河戸川字東堂前１５５、地目は田で、面積１，０
３１㎡、１０ａ当たりの賃借料は玄米６０ｋｇ、申請事由は再設定で、設定期
間は６年間です。
整理番号１２

申出土地は天内字白岩新田７０、地目は田で、面積５７１㎡

ほか計２筆 １，２９８㎡、１０ａ当たりの賃借料は１万円、申請事由は農地
中間管理権で、設定期間は１０年間です。
なお、この案件は合意解約の通知がございます。４４ページをお願いします。
合意解約 整理番号２ 解約した土地は天内字白岩新田７０、地目は田で、
面積５７１㎡ほか計２筆 １，２９８㎡、離作条件はなし、解約事由は農地
中間管理事業に切り替えるためで、合意解約成立月日、土地の引渡月日ともに
２月２８日です。
２６ページにお戻りください。
整理番号１３

申出土地は田床内字縄手下６２、地目は田で、面積２，２８

９㎡、賃借料は無償、申請事由は再設定で、設定期間は６年間です。
整理番号１４ 申出土地は田床内字縄手下６３、地目は田で、面積３，８２

９㎡、賃借料は無償、申請事由は再設定で、設定期間は６年間です。
以上、いずれの案件も農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満
たしていると考えておりますので、よろしくご審議のほどお願いいたします。
議

長

事務局の説明が終わりましたが、何かご質問等ありませんか。
（なしの声）

議

長

なしの声がありますので、本案を原案のとおり承認することにご異議ありま
せんか。
（異議なしの声）

議

長

本案は原案のとおり承認することに決しました。

議

長

次に、議案第２０号 農地法第４条の規定による許可の取消しについてを
議題とします。事務局の説明を願います。

事 務 局

議案第２０号 農地法第４条の規定による許可の取消願いの提出がありま
したので、意見を付すためご提案いたします。
件数は１件、地目は畑で９０㎡です。
２８ページをご覧ください。
整理番号１、申請土地は、能代町字赤沼２１－２１、現況地目は畑、面積は
３０㎡、他１筆、計２筆、面積は９０㎡、申請事由は、隣地での一般住宅建設
が中止になったため、であります。
この案件は、道路にする目的で平成３０年８月開催の総会で許可相当と判断
され、平成３０年８月２２日付けで許可されたものでありますが、関連事業が
中止となったため、本農地も転用する意義がなくなったものであります。
２９ページをご覧ください。
転用許可取消申請のあった場所は、能代町字赤沼の悪土川にかかる又右ェ門
橋から南西方向約２７０ｍの所に位置しております。
３０ページをご覧ください。
太い白線で囲ってあるところが本案件農地で、黒い点線で囲ってあるところ
が、当初住宅を建設する計画であった農地です。住宅建設予定地は接道してい
ないため、本案件農地を道路にする計画でありました。
住宅建築予定地の転用許可は、４月に取消済みとなっております。
説明は以上ですので、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。

議

長

大鐘正彦委員

本案は現地調査を行っておりますので、その報告をお願いします。
議案第２０号「農地法第４条の規定による許可の取消しについて」、４月８
日（水）に、現地調査班、第４班、１４番山崎和博委員、１７番工藤次雄委員、
事務局１人と私の４人で現地調査を行いましたが、現況は畑となっており、
工事着手はありませんでした。

以上、ご報告いたします。
議

長

事務局の説明と現地調査の報告が終わりましたが、何かご質問等はありませ
んか。
（なしの声）

議

長

なしの声がありますので、本案を原案のとおり承認することにご異議ありま
せんか。
（異議なしの声）

議

長

本案は原案のとおり承認することに決しました。

議

長

次に、議案第２１号

農地転用事業計画変更承認申請についてを議題とし

ます。事務局の説明を願います。
事 務 局

議案第２１号 農地転用事業計画変更承認申請書の提出がありましたので、
意見を付すためご提案いたします。
件数は１件、地目は田のみで、面積は７４，９１４．５１㎡です。
３２ページをご覧ください。
整理番号１、申請土地は、扇田字西扇田３３２、地目は田、面積は９６１㎡、
他８４筆、計８５筆で面積は７４，９１４．５１㎡、申請事由は、主に店舗の
形状等の変更と軟弱地盤の改良に予定以上の期間を要していることによる、事
業完了予定日の変更であります。
３５ページ及び３６ページをご覧ください。
店舗形状、駐車場の高さ、給水引き込み場所など、変更は軽微なものとなっ
ております。
また、転用事業完了予定日ですが、当初計画では令和元年５月３１日となっ
ておりましたが、予想以上に地盤が軟弱であり、地盤改良にまだ期間を要する
ことから、事業完了予定日を令和２年１１月末としています。
この変更承認申請は農地法第５条許可申請と同じ取扱いをすることになっ
ておりますが、秋田県農業会議への諮問は不要となっておりますので、能代市
農業委員会の意見を添付し秋田県知事に申請書を進達することになります。
説明は以上です。

議

長

事務局の説明が終わりましたが、何かご質問等ありませんか。
（なしの声）

議

長

なしの声がありますので、本案を原案のとおり承認することにご異議ありま
せんか。
（異議なしの声）

議

長

議

長

事 務 局

本案は原案のとおり承認することに決しました。
次に、協議事項１ 令和２年度農林関係税制改正要望についてを議題とし
ます。事務局の説明を願います。
令和２年度の農林関係税制の改正要望について協議いたします。
３８ページをご覧ください。
秋田県農業会議より、今年度末で適用期限を迎える税制の特例措置について
情報提供があり、令和２年度の税制改正に向けた要望の提出依頼がありまし
た。早急に対応する必要があったため、先に農業委員と農地利用最適化推進委
員に通知し、事務局案に対する意見も含め要望事項を伺いましたが、要望、意
見ともございませんでした。
適用期限を迎える税制特例措置は他にもありましたが、管内農家で適用事例
が無いか又は不明であるため、多くの適用事例があり、今後も農地行政施策を
推進していく上で、効果が期待できる、農地中間管理権の取得に係る特例措置
の延長を要望してもよいかお伺い致します。
この特例措置は、中間管理機構に１０年以上貸し付けた農地について３年
間。１５年以上貸し付けた農地については５年間、固定資産税の課税標準価格
を２分の１とするものです。
それでは、要望案を読み上げいたします。
要望内容は、農地中間管理権の取得に係る特例措置の延長を求める。税目、
関係条文は、地法附則第１５条第４２項。要望理由は、担い手が効率的な農業
経営を行い、規模拡大していくには、農地の面的集約を図っていくことが必要
となっている。
農地中間間管理機構は、農地の面的集約を図る役割を担っている。しかし貸
し出し希望農地が少なくては、農地の面的集約は難しく、分散農地では担い手
にとっては魅力がないのが現状である。
規模縮小を考えている農家の農地を農地中間間管理機構へ貸し出すよう誘
導していくためにも、現在の税制上の特例措置の継続が必要である。
能代市における活動実績としては、平成３０年、２６７件、２，２８２筆、
１８９．６ｈａが特例措置を受けています。
期待される効果としては、税制上の軽減措置があることで、農地中間管理機
構の利用を促し易いという効果を期待しております。
以上、よろしくご協議くださいますようお願いいたします。

議

長

事務局の説明が終わりましたが、何かご質問等ありませんか。
（なしの声）

議

長

なしの声がありますので、本案を原案のとおり県農業会議へ報告することに
ご異議ありませんか。
（異議なしの声）

議

長

議

長

事 務 局

ご異議ないようですので、本案は原案のとおり承認することに決しました。
次に、協議事項２ 平成３０年度の目標及びその達成に向けた活動の点
検・評価(案)についてを議題とします。事務局の説明を願います。
協議事項２と協議事項３については、この後、市ＨＰに掲載し、農業者等の
意見を募集し、その意見を踏まえて、令和元年６月２０日の総会において、議
案で再度ご提案する予定ですが、今回は協議事項としてその内容をご検討いた
だきたいと存じます。
それでは、協議事項２

平成３０年度の目標及びその達成に向けた活動の点

検・評価について、ご説明いたします。
別綴りの協議事項２の１ページをご覧ください。
ローマ数字Ⅰの農業委員会の状況、平成３１年３月３１日現在についてで
す。１の農業の概要ですが、耕地面積は、平成３０年の耕地及び作付面積統計
における数値を使用しております。
経営耕地面積は、平成２７年農林業センサスの数値を使用しており、農林業
センサスの数値は、令和元年までの５年間同じ数値を使用することになりま
す。遊休農地面積は利用状況調査による数値を使用しております。農地台帳面
積は、平成３１年３月時点の農業委員会の農地台帳の数値になっております。
次に下の表ですが、農家数ですが、総農家数、自給的農家数、販売農家数、
そして右側の中央の表の農業者数の農業就業者数は、いずれも平成２７年農林
業センサスの数値を使用しております。一番右の経営数は、農業振興課からの
情報による数値であり、平成３１年３月３１日現在の数値を記載しておりま
す。
２の農業委員会の現在の体制については、任期満了年月日である平成３０年
７月１９日までは、旧制度に基づく農業委員会であり３１人としております。
また、新制度に基づく農業委員会の欄は、農業委員を１９人、農地利用最適化
推進委員を１８人としております。
次に２ページをご覧ください。
ローマ数字Ⅱの担い手への農地の利用集積・集約化についてです。
１の現状及び課題ですが、管内の農地面積、これまでの集積面積、集積率と
も、平成３０年３月現在の数値を使用しております。
２の平成３０年度の目標及び実績ですが、集積目標①は当初の目標面積、集
積実績②はこれまでの集積面積＋新規実績を合計した数値を記載しており、１
０３．６５％の達成状況になっております。
３の目標達成に向けた活動ですが、人・農地プラン作成のための地域の話し
合いに、１１回参加しておりますので、活動実績として記載しております。
４の目標及び活動に対する評価ですが、目標に対する評価は、実績は集積目
標を大幅に超えたため達成としております。活動に対する評価は、人・農地プ
ラン作成のための地域の話し合いに参加する等、活動は十分行っているものと
考えております。
次に３ページをご覧ください。
ローマ数字Ⅲの新たに農業経営を営もうとする者の参入促進についてです。

１の現状及び課題ですが、新規参入の状況は、平成２７年度～平成２９年度
までに新規参入した経営体数と新規取得した農地面積の実績となっておりま
す。
２の平成３０年度目標及び実績ですが、参入目標①に対し、参入実績②にな
っており、達成状況は２００％、参入目標面積③に対し、参入実績面積④にな
っており、達成状況は２７％になっております。
３の目標達成に向けた活動ですが、活動計画と活動実績は前年度と同様の内
容になっております。
４の目標及び活動に対する評価ですが、目標に対する評価は、参入目標は達
成できましたが、目標面積は目標を下回っていると思われます。活動に対する
評価は、引き続き新規就農者が経営拡大できるよう支援していく必要があると
思われます。
次に４ページをご覧ください。
ローマ数字Ⅳの遊休農地に関する措置に関する評価についてです。
１の現状及び課題ですが、管内の農地面積Ａ、遊休農地面積Ｂ、割合は、平
成３０年３月現在の数値となっております。
２の平成３０年度の目標及び実績ですが、解消目標①２haに対し、解消実績
②５．９ｈａ、達成状況は２９５％になっております。
３の２の目標の達成に向けた活動ですが、活動計画は平成３０年１１月現在
の計画を記載しております。活動実績は、実際に行った活動実績を記載してお
ります。
４の目標及び活動に対する評価ですが、目標に対する評価は、新規の遊休農
地が増えておりますが、遊休農地の多くを解消することができたため、目標は
達成としています。活動に対する評価は、管内全域の現地調査を行い、遊休農
地の実態を把握し、意向調査を実施した結果、遊休状態が解消していることか
ら活動は充分であると考えております。
次に５ページをご覧ください。
ローマ数字Ⅴの違反転用への適正な対応についてです。
１の現状及び課題ですが、管内の農地面積と違反転用面積は、平成３０年３
月現在の数値を使用しております。
２の平成３０年度実績は、前年度と同じで増減はありません。
３の活動計画・実績及び評価ですが、前年度と同じで変更はありません。
次に６ページをご覧ください。
ローマ数字Ⅵの農地等によりその権限に属された事務に関する点検につい
てです。
１の農地法第３条に基づく許可事務ですが、１年間の処理件数１７２件、う
ち許可１７２件不許可０件、事実関係の確認の実施状況と総会等での審議の実
施状況、審議結果等の公表の実施状況を記載しております。処理期間の実施状
況は、標準処理期間と実際の処理期間の平均の日数を記載しております。
２の農地転用に関する事務ですが、１年間の処理件数、事実関係の確認の実
施状況、総会等での審議の実施状況、審議結果等の公表の実施状況を記載して
おります。処理期間の実施状況は、標準処理期間と実際の処理期間の平均の日
数を記載しております。
次に７ページをご覧ください。

３の農地所有適格法人からの報告への対応ですが、管内の農地所有適格法人
数と、うち報告書提出農地所有適格法人数、うち報告書の督促を行った農地所
有適格法人数を記載しております。
４の情報の提供等ですが、賃借料情報の調査・提供を行うため、実施した調
査対象賃貸借件数と公表時期、情報の提供方法を記載しております。農地の権
利移動等の状況把握のため、実施した調査対象権利移動等件数と取りまとめ時
期、情報の提供方法を記載しております。
農地台帳の整備の実施状況は、整備対象農地面積とデータ更新の実施方法を記
載しております。
次に８ページをご覧ください。
ローマ数字Ⅶの地域農業者等からの主な要望・意見及び対処内容についてで
す。これまでご説明した２ページから７ページまでの事務について、地域の農
業者等から意見等が寄せられた内容を記載することになっております。
ローマ数字Ⅷの事務の実施状況の公表等についてです。
１の総会等の議事録の公表は、毎月市のＨＰに公表しております。
２の農地等利用最適化推進施策の改善についての意見の提出はありません
でした。
３の活動計画の点検・評価の公表については、市のＨＰで公表しております。
次に９ページをご覧ください。
別紙３の平成３０年度農業委員会における農地等の利用の最適化の推進状
況及び事務の実施状況についてです。先ほどご説明しました、平成３０年度の
目標及びその達成に向けた活動の点検・評価についての実績の数値をまとめた
一覧表になっておりますので、説明を省略させていただきます。
以上でございます。
議

長

事務局の説明が終わりましたが、何かご質問等ありませんか。
（なしの声）

議

長

なしの声がありますので、本案を原案のとおり能代市ホームページで農業者
等からの意見を募集することで、ご異議ありませんか。
（異議なしの声）

議

長

議

長

事 務 局

本案は原案のとおり意見を募集することに決しました。
次に、協議事項３ 令和元年度の目標及びその達成に向けた活動計画(案)
についてを議題とします。事務局の説明を願います。
協議事項３

令和元年度の目標及びその達成に向けた活動計画について、ご

説明いたします。資料はお手元の資料「協議事項３」の資料です。
この「令和元年度の目標及びその達成に向けた活動計画について」ですが、
協議事項２同じく、この後、市ＨＰに掲載し、農業者等の意見を募集し、その
意見を踏まえて、

次回の総会で議案として提出したいと考えております。お気づきの点がござ
いましたら、それまでにご助言をお願いいたします。
それでは、資料１ページ目から計画の概要を説明いたします。
ローマ数字Ⅰの「農業委員会の状況」についてです。
この項目は、先ほど協議事項２の点検・評価で説明した日の翌日の状況で、
数値はまったく同じでありますので、説明を省略させていただきます。
２ページをご覧ください。
ローマ数字Ⅱの「担い手への農地の利用集積・集約化」についてです。
「１の現状及び課題」ですが、平成３１年３月現在の集積面積は４，４５８
ｈａであり、集積率は５９．２０％となっています。課題は、耕作条件が悪い
中山間地域での引き受け手が見つかりづらい状況に変わりありませんので、前
年度と同じとしてあります。
「２の令和元年度の目標及び活動計画」ですが、今年度末時点の集積目標面
積を４，８３７ｈａとしております。目標達成には、３７９ｈａの新たな集積
が必要となります。活動計画ですが、中間管理機構を活用して面的集約を進め
ていくこと等、前年度の計画と同じであります。
ローマ数字Ⅲの新たな農業経営を営もうとする者の参入促進についてです。
「１の現状と課題」ですが、新規参入の状況は、表のとおりの実績となって
おります。課題は、親元での新規就農が見えにくい等、前年度と同じです。
「２の令和元年度の目標及び活動計画」ですが、目標の経営体数は、５経営
体で前年度と同じにしています。活動計画は新規就農者が地域社会に定着でき
るように、農業委員が地域で支援活動を行い、新規就農者の農業経営が軌道に
乗れるよう、関係機関と協力して支援を行うこととしております。
次に３ページをご覧ください。
ローマ数字Ⅳの遊休農地に関する措置についてです。
「１の現状及び課題」ですが、管内の遊休農地面積は５ｈａであり、農地面
積に占める割合は０．０７％になります。課題は、農業者の高齢化、中山間地
で、引き受け手も見つかりづらいことであり、昨年度と同じとしております。
「２の令和元年度の目標及び活動計画」ですが、遊休農地の解消面積は２ｈ
ａで、前年度と同じ目標としています。活動計画は、前年度と同様、農業委員
及び農地利用最適化推進委員とともに農地の利用状況調査を行うための現地
調査を実施していくこととしております。
ローマ数字Ⅴの違反転用への適正な対応についてです。
「１の現状及び課題」ですが、平成31年３月現在の管内の違反転用面積０．
１４ｈａは平成29年度から繰り越しであり、新たな違反転用はありません。
課題ですが、前年度と同じとしておりますが、新たな発生はなかったことか
ら、現時点における課題は、現在継続している違反転用の解決のみと考えてお
ります。
「２の令和元年度の活動計画」ですが、違反者への是正指導、違反転用防止
の農地パトロール実施等昨年度と同じとしております。
以上でございます。
議

長

事務局の説明が終わりましたが、何かご質問等ありませんか。

（なしの声）
議

長

なしの声がありますので、本案を原案のとおり能代市ホームページで農業者
等からの意見を募集することで、ご異議ありませんか。
（異議なしの声）

議

長

本案は原案のとおり意見を募集することに決しました。

議

長

次に、報告事項１

農地法第１８条第６項の規定による通知についてを議

題とします。事務局の説明を願います。
（事務局説明）
議

長

報告事項でありますのでご了承願います。

議

長

次に、報告事項２ 農用地利用配分計画についてを議題とします。事務局の
説明を願います。
（事務局説明）

議

長

報告事項でありますのでご了承願います。

議

長

続いて、その他に入ります。事務局から説明願います。
（事務局説明）
・平成３０年度農地パトロールの実施結果について
・今後の行事予定について

議

長

委員のみなさん方から何かありませんか。
（なしの声）

議

長

ないようですので以上を持ちまして総会を閉じたいと思います。

終了 午後３時３５分
議

長

議事録署名委員
３

番

４

番

