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令 和 ２ 年 ５ 月

日向市農業委員会定例総会議事録

令和２年５月２８日 （木）
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令和２年５月農業委員会定例総会議事録

令和２年５月農業委員会定例総会を令和２年５月２８日（木）午後３時から

日向市役所４階 第１・２・３委員会室において開催する。

農業委員の出欠

出 席 委 員（１４名）

１番 股 野 満 男 ２番 児 玉 恭 司

３番 田 原 千 春 ４番 鈴 木 一 徳

５番 細 川 豪 邦 ６番 鈴 野 淺 夫

７番 溝 口 秀 樹 ８番 山 本 孝 志

９番 寺 原 勝 １０番 黒 木 眞壽美

１１番 黒 木 藤 市 １２番 安 藤 嘉 弥

１３番 那 須 成 章 １４番 黒 木 耕 作

欠 席 委 員（なし）

農地利用最適化推進委員の出席者

出 席 委 員（１４名）

１５番 黒 木 義 行 １６番 児 玉 一 良

１８番 山 口 佐知男 １９番 松 木 久 己

２０番 佐 藤 力 ２１番 治 田 健

２３番 甲 斐 敏 男 ２４番 黒 木 幸 義

２５番 安 藤 政 廣 ２６番 植 野 栄 二

２７番 直 野 廣 義 ２８番 橋 口 泉

２９番 野 田 正 明 ３０番 矢 野 陸 男

事務局出席者

事 務 局 長 黒 木 秀 樹 事務局長補佐 斧 由 美

農 地 係 長 野 別 浩 三
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日程第１ 議事録署名者の指名

３番 ９番

日程第２ 議案第２１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２２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について

議案第２３号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による利用権設定に係

る農業委員会の決定について

議案第２４号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による所有権移転に係

る農業委員会の決定について

議案第２５号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農地中間管理事

業に係る農業委員会の決定について

議案第２６号 非農地証明願いについて

議案第２７号 農地のあっせん申出について

議案第２８号 農業振興地域整備計画の変更に係る意見書について

議案第２９号 農地法第１８条の規定による許可申請について

報告第１７号 農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用届出について

報告第１８号 農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出について

報告第１９号 農地改良届について

報告第２０号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について

報告第２１号 農地中間管理事業に伴う農地配分計画について

その他
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以上、会議の顛末を記し、記録に相違ないことを認めここに署名する

会 長 印

３ 番 印

９ 番 印
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議事録

開 会 午後３時００分

議長

事務局

議長

５番委員

議長

ただいまから、令和２年日向市農業委員会５月定例総会を開会します。

なお、いつもお願いしておりますが、携帯電話は電源を切るか、マナーモー

ドに設定をしていただきたいと思います。次に、私語を慎んで、また発言をさ

れる際は、議席番号を言ってから発言していただきたいと思います。議事録作

成に支障いたしますので、よろしくお願いいたします。

それでは、まず日程第１、議事録署名委員の指名を行います。議事録署名委

員に３番委員、９番委員を指名します。よろしくお願いします。

次に、日程第２、議案審議に入ります。

まず、議案第２１号「農地法第３条第１項の規定による許可申請について」

であります。

それでは、事務局に説明をお願いします。

事務局です。

説明をする前に、最適化推進委員の皆さんにお伝えします。実はコロナウイ

ルスの感染拡大を防ぐために、総会時間の短縮を先月から行っております。そ

のため議案の説明も最小限に行っておりますので、ご了承ください。

また、事前にお配りしました議案書に書いている内容につきましては、もう

既に皆さん、お読み取りの上だと思いますので、そこの部分については、なる

べく割愛した形で説明させていただきます。よろしくお願いいたします。

では、説明いたします。

番号の１、譲渡人から譲受人への売買による所有権移転でございます。譲受

人におかれましては、耕作面積が１万６５１㎡、また日向市大字塩見で農業を

精力的にされております。

農地法第３条第１項の規定に基づき申請されるもので、耕作状況、下限面

積、周辺農地への影響など、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許

可要件の全てを満たしていると考えられます。

続きまして、２番、譲渡人から譲受人への贈与でございます。このお二人に

つきましては、事前に確認をしましたが、親子でもなく、兄弟でもないんです

が、ご親戚ということで、今回、譲受人への贈与となったものです。譲受人に

おかれましても、もう８０歳を過ぎて高齢でございますので、耕作するにはち

ょっと難しいのかなというところはあります。譲受人につきましては、耕作面

積７，２２４㎡、日向市大字平岩で農業をされております。

農地法第３条第１項の規定に基づき申請されるもので、耕作状況、下限面

積、周辺農地への影響など、農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可

要件の全てを満たしていると考えられます。

以上２件、皆様方のご審議をよろしくお願いします。

ありがとうございました。

それでは、番号１担当の５番委員から、補足があれば説明をお願いします。

５番委員、ありません。

ありがとうございました。

次に、番号２担当の７番委員から、補足説明があればお願いいたします。
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７番委員

議長

議長

事務局

７番委員、特にありません。

ありがとうございました。

それでは、ただいま説明のありました案件につきまして、ほかに質疑等はご

ざいませんでしょうか。

それでは、ないようですので、お諮りします。

賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございました。

全員賛成ですので、原案のとおりとします。

次に、議案第２２号「農地法第５条第１項の規定による許可申請について」

であります。

それでは、事務局に説明をお願いします。

事務局です。

番号の１、譲渡人から譲受人への贈与で、分家住宅を譲受人が造るもので

す。このお二人はご親戚と聞いております。譲受人のご実家がすぐそばにある

んですが、そこは駐車場もなく、車を置くところもないので、今回、新たに譲

受人自身が住宅を造るということで申請となりました。先日、２２日に担当農

業委員、推進委員と一緒に現地調査に行ってきました。周辺は住宅化が進んで

おりまして、前面にも道路があり、周辺に農地等もありますが、住宅を建てる

ことによっての影響はないと思われます。

農地法第５条第１項の規定に基づき申請されるもので、許可の要件を満たし

ていると考えられます。

続きまして、２番です。売買による所有権移転です。この案件も５月２２日

に担当農業委員と一緒に現地調査に行ってまいりました。申請地、１，２０３

㎡とありますが、譲受人は、この申請地だけを買うのではなく、この申請地に

隣接をしている譲渡人が持っている鶏舎も含めて今回買いたいという計画を持

っております。この申請地につきましては、駐車場や回転場にするために転用

申請をするものです。周辺につきましては、鶏舎とかあります。ただ、駐車場

にすることによって、周辺の農地に与える影響はないと思われます。

農地法第５条第１項の規定に基づき申請されるもので、許可の要件の全てを

満たしていると考えられます。

続きまして、３番、譲渡人から日向市への売買による所有権移転です。この

案件につきましても、５月２２日に現地調査に行ってきました、農業委員と推

進委員と一緒に。現場は、日向市東郷町にあります。事情を聞きましたとこ

ろ、この場所の隣接する山林等につきまして、日向市としては工業団地にする

予定があるそうです。工業団地にする目的ではありますが、そこの管理する道

路がないそうです。その道路を造りたいと。市道からの取付道路を造りたいと

いうことで、今回申請となりました。また工業団地にするところは、現在、樹

木等が植えられておりまして、そういったものを伐採したものを置く場所にも

転用したいということで申請がなされました。

こちらも農地法第５条第１項の規定に基づき申請されるもので、許可要件の

全てを満たしていると思われます。

４番、譲渡人から譲受人への売買による所有権移転です。譲受人は、沖縄県

と住所が書いておりますが、住民票の住所は沖縄県へ置いておられますが、日

向で会社を経営されておりまして、申請地に隣接している住宅に住まれており

ます。自分の住宅のすぐ西側にこの申請地があるんですが、社員等がよく訪ね
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事務局

議長

５番委員

議長

２０番委員

議長

２４番委員

議長

３番委員

議長

２８番委員

議長

７番委員

てくるので、そのための駐車場を造りたいということもありますし、社員等と

憩いの場も造りたいということで、庭園として利用したいということでした。

また市道から申請地に入るための取付道路も造りたいということで、今回の申

請となっております。

農地法第５条第１項の規定に基づき申請されるもので、許可要件の全てを満

たしていると考えられます。

以上４件、皆様方のご審議をよろしくお願いします。

ありがとうございました。

それでは、番号１担当の５番委員及び２０番委員から、補足があれば説明を

お願いします。

５番委員です。

５月２２日に現地に調査に行きまして、一部駐車場になっているところがあ

りましたので、そこにおいては始末書を提出ということで解決しております。

ちなみに譲渡人と譲受人の関係は、譲受人の配偶者のおいっ子が譲渡人とい

うことになっておりますので、この件に関しては問題ないと思われます。

以上です。

ありがとうございました。

２０番委員です。

問題ないです。

ありがとうございました。

次に、番号２担当の２４番委員から、補足があれば説明をお願いします。

２４番委員、特にありません。

ありがとうございました。

それでは、次に番号３担当の３番委員及び２８番委員から、補足があれば説

明をお願いします。

３番委員です。

これについては、いわゆる農業委員会としては何も問題ないんですが、た

だ、この山林の処分を早くしてもらいたいという意向でした。近場の人のテレ

ビの映りが悪いらしくて、工業団地にするのなら、早く杉を伐採して、そこら

辺を見通しをちゃんとしていただきたいというお話でした。

以上です。

はい。

２８番委員、特にありません。

ありがとうございました。

それでは、次に番号４担当の７番委員から、補足があれば説明をお願いしま

す。

７番委員です。

私はちょうど２２日は、私と担当推進委員と立ち会うということで連絡があ
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７番委員

議長

議長

議長

事務局

ったんですが、ちょうど子牛の競り市と重なって、立会いができなかったわけ

です。担当推進委員が立ち会って、後日連絡を受けまして、別に問題ないだろ

うということでご報告を受けております。

以上です。

ありがとうございました。

それでは、ただいま説明のありました案件につきまして、ほかに質疑はござ

いませんでしょうか。

ありがとうございました。

ほかにございませんでしょうか。

それでは、ないようですので、お諮りします。

賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございました。

全員賛成ですので、原案のとおりとします。

次に、議案第２３号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による

利用権設定に係る農業委員会の決定について」であります。

それでは、事務局に説明をお願いします。

事務局です。

議案第２３号について、説明を行います。

案件は利用権の設定をする者から利用権の設定を受ける者への利用権の設定

でございます。こちら、３筆で１，９２８㎡とありますが、この案件、実は既

に利用権設定をされていたんですが、途中で利用権設定の更新期限を過ぎてし

まいまして、後から利用権の設定を受ける者から、どうしましょうかという相

談がありました。事務局としましては、双方利用権設定する意思があるなら、

更新ではなくてもいいから、新規で利用権設定をしてくださいということで、

今回の申請となりました。利用権の種類、賃金や期間、主たる作物は、前回の

契約内容と全く同じものです。

農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により申請されるもので、同

法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えられます。

続きまして、２番、利用権の設定をする者お二人から、利用権の設定を受け

る者への利用権設定でございます。こちら、場所は日向市大字平岩の開パの畑

です。利用権の設定を受ける者につきましては、定年退職後、農業に従事さ

れ、現在、平岩で、果樹の植栽を行っております。経営面積も６，５２７㎡と

いうことで、経営内容は問題ないです。利用権の種類としましては、賃借権の

設定で、賃金５万円、期間が１０年間で、作物は果樹ということで申請されて

おります。

農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき申請されるもので、

同法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えられます。

続きまして、３番、利用権の設定をする者から利用権の設定を受ける者への

賃借権の設定でございます。この案件につきましては、３年ほど前にこのお二

人の利用権設定が行われております。今回は全く同じ内容で利用権設定をした

いということで双方から申出がありましたので、今回の申請となりました。利

用権の設定を受ける者におかれましては、日向市の東郷町で畜産をされている

認定農業者でございます。

農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき申請されるもので、
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事務局

議長

２番委員

２３番委員

議長

１４番委員

１５番委員

議長

９番委員

議長

３０番委員

議長

議長

事務局

同法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えられます。

以上３件、皆様方のご審議をよろしくお願いします。

ありがとうございました。

それでは、番号１担当の２番委員及び２３番委員から、補足があれば説明を

お願いします。

２番委員、問題ありません。

２３番委員、ありません。

ありがとうございました。

それでは、次に番号２担当の１４番委員及び１５番委員から、補足があれば

説明をお願いします。

１４番委員、ありません。

１５番委員、ありません。

ありがとうございました。

次に、番号３担当の９番委員及び３０番委員から、補足があれば説明をお願

いします。

９番委員、問題ありません。

３０番委員、なかったですか。

３０番委員、問題ありません。

ありがとうございました。

それでは、ただいま説明のありました案件につきまして、ほかに質疑等はご

ざいませんでしょうか。

ないようですので、お諮りします。

賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございました。

全員賛成ですので、原案のとおりとします。

次に、議案第２４号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による

所有権移転に係る農業委員会の決定について」であります。

それでは、事務局に説明をお願いします。

事務局です。

議案第２４号について、説明を行います。

まず１番、所有権の移転をする者から所有権の移転を受ける者への所有権有

償の売買でございます。この案件につきましては、所有権の移転を受ける者

は、日向市東郷町で畜産の会社を経営されています。大規模に経営を行ってい

る方です。また、日向市内においても認定農業者として認定されている方でご

ざいます。今回、２番の案件も含めてですけれども、畑、また所有権の移転を

する者たちから畜舎を購入するために申請されました。畜舎を購入するとき
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事務局

議長

１０番委員

２６番委員

議長

議長

事務局

議長

に、併せて農地も一緒に買ってくれということで相談があって、今回、売買と

なったものです。

続きまして、２番、所有権の移転をする共有者２名から所有権の移転を受け

る者への売買となります。こちらの案件も１番と同じように、畜舎を買うとき

に一緒に農地を買ってくれということで相談があって、今回、売買となった案

件でございます。

農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき申請されるもので、

また同法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えられます。

以上２件、皆様方のご審議をよろしくお願いします。

ありがとうございました。

それでは、番号１及び番号２担当の１０番委員及び２６番委員から、補足が

あれば説明をお願いします。

１０番委員、ありません。

２６番委員、ありません。

ありがとうございました。

ただいま説明のありました案件につきまして、ほかに質疑等はございません

でしょうか。

ないようですので、お諮りします。

賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございました。

全員賛成ですので、原案のとおりとします。

次に、議案第２５号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による

農地中間管理事業に係る農業委員会の決定について」であります。

それでは、事務局に説明をお願いします。

議案第２５号について、説明を行います。

まず１件目が、利用権の設定をする者から宮崎県農業振興公社への賃借権の

設定でございます。期間が１５年とありますが、農業振興公社はこの土地を利

用権の設定をする者から借りて、この後、認定新規就農者である利用権の設定

を受ける者の方に利用権設定を行う予定でございます。この土地につきまして

は、田とありますが、ハウスを造る予定でございます。

２番につきましても、宮崎県農業振興公社へ賃借権の設定をするという案件

でございます。こちらにつきましても認定新規就農者の利用権の設定を受ける

者に公社がこの土地を貸して、利用権の設定を受ける者がこの場所にビニール

ハウスを造るという計画になっております。

農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき申請されるもので、

また同法第１８条第３項の各要件を満たしています。また、農地の中間管理事

業でこの案件を進めていますので、許可要件の全てを満たしていると考えられ

ます。

以上２件、皆様方のご審議をよろしくお願いします。

ありがとうございました。

それでは、ただいま説明のありました案件につきまして、質疑はございませ



記 録

－１１－

議長

議長

事務局

議長

４番委員

１６番委員

事務局

議長

んでしょうか。

ないようですので、お諮りします。

賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございました。

全員賛成ですので、原案のとおりとします。

次に、議案第２６号「非農地証明願いについて」であります。

それでは、事務局に説明をお願いします。

事務局です。

議案第２６号の説明を行います。

番号１は、場所は日向市大字富高。申請がありまして、５月２２日に担当農

業委員、推進委員と一緒に現地調査に行きました。現地は、既にもう農地では

なく、家とかが建っている状態です。お話を聞いたところ、もう相当昔、農地

法の昭和２７年施行以前から農地ではなかったということで申請がありまし

た。現地調査の結果、担当農業委員、担当推進委員ともに、間違いなく、昭和

２７年以前から農地ではなかったということで確認ができましたので、許可要

件の全てを満たしていると考えられます。

２番は、日向市美々津町です。申請人自身は、この地は相続で取得されたと

いうふうにお話をされていました。取得した時点から、もう既に農地ではなか

ったということでお話をされていました。また、ずっと農地として耕作ができ

ていない状態で、山林化しているということで、担当農業委員、推進委員と一

緒に現地調査に行って、確認してきました。確かにもうかなり雑木林的な現況

になっておりまして、農地に戻ることはかなり難しい状態でございました。

以上のようなことから、許可要件の全てを満たしていると考えられます。

以上２件、皆様方のご審議をよろしくお願いします。

ありがとうございました。

それでは、番号１担当の４番委員及び１６番委員から、補足があれば説明を

お願いします。

４番委員です。

この件は、昔から家は建っていましたが、誰も住んでなくて、木も結構大き

い木が立っているようです。昔から私たちは確認していますけれども、非農地

に対しての異議はないと思います。今は宅地ですけれども、家も崩れてしまっ

て、もう人間の住める状態でありません。

以上です。異議ありません。

問題はないんですけれども、申請人の住所が、奈良県とってなっていますけ

れども、申請人は平岩にいるんですね。もう２年ぐらい前に帰ってきているん

ですね。

すみません、申請人の土地の登記簿謄本等が奈良県になっておりましたの

で、その住所を書かせていただきました。また、特に申請代理人からも、平岩

に住んでいるということは聞いてなかったので、問題ないと思います。

ありがとうございました。

それでは、次に、番号２担当の２４番委員から、補足説明があればお願いし
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－１２－

議長

２４番委員

議長

議長

事務局

議長

議長

ます。

２４番委員、特にありません。

ありがとうございました。

それでは、ただいま説明のありました案件につきまして、ほかに質疑はござ

いませんでしょうか。

ないようですので、お諮りします。

賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございました。

全員賛成ですので、原案のとおりとします。

次に、議案第２７号「農地のあっせん申出について」であります。

それでは、事務局に説明をお願いします。

事務局です。

議案第２７号について、説明を行います。

番号の１、申出人が日向市大字財光寺の方です。まだ４０代前後の若い方

で、相談に来られました。現在、親御さんと一緒に財光寺で、露地野菜を栽培

して、農業をしているということですが、まだちょっと農地の面積が足りない

ということで、増やしていきたいという相談がありました。できれば財光寺中

学校の周辺で農地を探したいということでご相談があっております。この案件

につきましては、事務局としましては、所在地も申出人も日向市大字財光寺の

方ですので、１１番委員と、２１番委員をあっせん委員としてお願いしたいと

思っております。面積も２，０００㎡程度あればいいということでした。も

し、財光寺の往還とか比良辺りで空いている田等があれば、ぜひともあっせん

をよろしくお願いします。

続きまして、２番、申出人が日向市美々津町の方です。申出人におかれまし

ては、日向市美々津町ので、畜産や野菜、水稲、冬の間は千切り大根等を行っ

ている認定農業者でございます。今回、１，０００㎡程度の農地を買いたいと

いうことでご相談がありました。現在、事務局で持っている情報としまして

は、現在なかったので、農業委員と推進委員と一緒に探していきたいと思いま

して、今回、あっせんの申出をしていただきました。事務局の案としまして

は、会長と担当推進委員のお二人にあっせん委員をお願いしたいと思っており

ます。皆さんのご審議をよろしくお願いします。

ありがとうございました。

ただいま説明のありました案件につきまして、質疑等はございませんでしょ

うか。

ないようですので、お諮りします。

賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございました。

全員賛成ですので、原案のとおりとします。

次に、議案第２８号「農業振興地域整備計画の変更に係る意見書について」

であります。
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－１３－

議長

議長

事務局

農業畜産課

それでは、事務局に説明をお願いします。

それでは、ここで一旦休憩をいたします。

（休 憩）

それでは、再開いたします。

事務局、説明をどうぞ。

事務局です。

議案第２８号「農業振興地域整備計画の変更に係る意見書について」でござ

います。

この案件につきましては、農業畜産課の担当のから説明をさせますので、よ

ろしくお願いします。

皆さん、お疲れさまです。農業畜産課です。

説明資料につきましては、議案とは別に、議案第２８号議案別紙というもの

を配っていますので、それをご覧ください。それを基に説明させていただきま

す。

２８号議案別紙を基に説明させていただきます。

その資料の後ろには、農用地利用計画図地図を添付しておりますので、併せ

てご確認をお願いいたします。

それでは、説明をさせていただきます。

今回、日向市農業振興地域整備計画の変更案件２件ございます。すみませ

ん、大本の議案には、案件１しかなかったんですが、出した後に、案件２とい

うことで関連はあるんですけれども、その土地の鶏舎の建設に係る部分で農地

の編入をしたいということになりましたので、結果的には案件が２件ありま

す。

それでは、それぞれ説明していきたいと思います。

案件１についてです。農地（樹園地）を農業用施設用地（鶏舎）、駐車場、

旋回場への用途変更の案件になります。土地の所在については、日向市東郷町

で計４筆あり、合計の面積としては２万４，２２３㎡となっております。今

回、その土地に鶏舎を建設したいということで、用途変更の相談が来ておりま

す。案件について、詳しく説明いたします。

１号についてです。本案件については、鶏舎の建設に伴い農業用施設用地に

用途変更するものです。また鶏舎を新設し、生産拡大を行うため、鶏舎並びに

駐車場を建設したいという計画になっております。また鶏舎建設においては、

公害防止の面で近くに集落がなく、地域住民の同意も得ていること、また代替

地等も検討していること、よって上記の理由により、当該地外に代替地等はな

く、用途変更する面積も必要最小限となっておりますので、やむを得ないと判

断しております。

２号について申し上げます。当該地については、昔、養蚕、桑畑の開パの端

っこの部分になっております。縁辺部に位置しており、用途変更を行っても一

体的な利用に影響がないと判断しております。また、計画地内には開パ道路が

整備されていますが、その道路については、ほかの利用者に支障がないよう、

現状のまま維持するということを聞いております。また、雨水排水については

敷地内に地下浸透ますを設置し、自然浸透を行う。また、ふん尿については排

出事業者に委託し、発生する汚水については、ためます等を設置するというこ

とを聞いております。よって、農業上、効率的かつ総合的な利用に支障はない

と判断しております。

３号、４号、５号については、書かれているとおりです。
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－１４－

農業畜産課

議長

農地部会長

議長

２５番委員

案件２についてなのですが、地図を付けておりますが、計画地内に農振に入

ってない部分がございました。その部分について編入したいということで相談

を受けております。土地の所在地等については、日向市東郷町で、３筆合わせ

まして面積が３，０７５㎡となっております。当該地は上記の鶏舎建設地であ

り、将来的に畜産業振興のために維持・確保すべき農業用施設用地と認められ

るため、編入をお願いしたいと思っております。

説明は以上です。

ありがとうございました。

それでは、ただいま説明のありました案件につきまして、今日の農地部会の

報告を農地部会長にお願いしたいと思います。

農地部会長です。本日、農地部会で決議されましたことについて、ご報告い

たします。

現地の検討会を５月２０日に、コロナウイルスの関係で農地部会全員の現地

立会いはかないませんでしたが、そこで私と現地の担当農業委員、それから担

当推進委員、それから事務局、それから先ほど説明がありました農業畜産課の

担当者とで、現地の検討会をしたわけですが、先ほど説明がありましたよう

に、雨水排水等については自然浸透、それから鶏舎清掃、汚水についてはため

ますで処理するとか、それからふん尿については排出業者委託、このようにな

っておりますが、現地で一つ要望したことは、鶏舎建設に伴う造成、それから

鶏舎からの雨水排水等が下流の石並川に流れる懸念がされるということで、石

並川の漁業組合との話というのが必要ではないかということを要望しておきま

した。

今日、農地部会で検討しました結果、今回の農振除外用途変更については問

題はなく、農振除外を認めることと決定いたしました。

以上です。

ありがとうございました。

それでは、ただいま説明がありましたが、２５番委員、質問をどうぞ。

２５番です。

農業畜産課にせっかくだからお聞きしたいんですけれども、これ、下は開パ

ですよね。できたら、もっと詳しい地図と、下に他の方の山林があるんですよ

ね、この周辺はね。上には私の畑もあるんですけど。鶏舎を造って、経済活動

されるのは何も反対ではないけど、うちの山林の隣も他の方が持ってるんです

けど、ためますを造ると言って、一度だってバキュームカーが来たこともない

し、うちの山林に全部地下浸透させて、うちの山、すっかり枯れてまったんで

すよ。後になると、何も言えなくなるから、できる前にこの隣接地がどこま

で、今さっき水利権のことで協議をなされるって聞いたから、安心はしている

けれども。できてしまったら、後はもう垂れ流しですわ。造る計画は立派なも

の、みんな出すけど、現状はそうです。だけど、それはもう誰も住民は文句言

いませんけど、やっぱり後々は必ず山が枯れます。ホルマリンも相当使います

ね。私、知らずに山行くと、ホルマリンがばーっと来て、びっくりするときが

あるんですけど、卵はホルマリンで消毒しないといけないのです。だから、で

きてしまえば、これも企業活動だから、誰も何も言えないけど、できる前に隣

接の人たちには説明をして。あんまり大規模にここを開発してもらうと、確か

にお金は欲しいかもしれないけど、後々の子供たちが苦労するんじゃないかな

と思うだけのことです。だから、周辺にどういう人たちが住んで、どういう人

の山林があるか、もっと立派な地図を欲しいです、水がどこに流れていくかと
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－１５－

２５番委員

議長

農業畜産課

議長

議長

事務局

議長

１６番委員

議長

事務局

か、そういうことです。

ありがとうございました。

それでは、事務局、お願いします。

ありがとうございます。

周辺住民の同意につきましては、同意を得ているということなんですけれど

も、この地区の方々のみの同意です。そこの人たちの同意しかありません。周

りの周辺についても、事業者に説明をしていただけるように、私から依頼をし

たいと思っております。また、区長も替わられたということだったので、新た

な区長にも話しに行ってもらうように依頼をしたところではあります。

それでは、ここで一旦休憩いたします。

（休 憩）

それでは、再開いたします。

ただいま２５番委員から質問がありましたが、再度、事務局に説明をお願い

いたします。

今、２５番委員のご指摘があったように、周辺の方に迷惑がかかるようなも

のであれば、当然、やはり農業委員会としても判断はなかなか難しいところも

あると思われますが、今日は転用の是非ではなくて、この土地を樹園地から農

業用施設用地に変更してもいいかどうかのご審議でございます。この後に、こ

の用途変更が終わりまして、改めて農地法の第５条の申請書が、６月か７月に

は、また農業委員会のに上がってきます。その際には、そういった農業委員会

としての意見として、隣接者の同意が必要ではないのか。また、詳細な図面等

も求めて審議するということもできると思われます。なので、今日のこの場に

おきましては、用途変更がよいか悪いかというご意見をいただきたいと思いま

す。お願いします。

ありがとうございました。

ただいまの説明につきまして、ほかに質問等はございませんでしょうか。

よろしいでしょうか。

１６番委員です。

参考のためですけど、富高に太陽光がありますよね。あれもそういう問題が

出ました、後々ですね。今でもちょっとやっていますけど、取りあえず公害防

止協定を一応、契約はしています。ですから、やっぱりそういうのをできたら

契約したほうがいいかなと思うんです。何かやったら、もう大変なんです。と

いうことですから、参考までです。

ありがとうございました。

それでは、事務局、よろしいですか。

この件に関連して、１月か２月に東郷町の鶏舎の問題がありました。あれも

結局は、地区と鶏舎の事業者で公害防止協定を結んだと聞いております。ま

た、この件に関しまして、区長が替わって、新しい区長ですが、事業者から事

業内容等を区長のに伝えておりますので、区長がこれは防止協定が必要だとい

うことであれば、事業者に申入れをして、公害防止協定を結ぶと思われます。
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－１６－

事務局

議長

議長

議長

事務局

議長

議長

やはり今後のこともありますので、これだけ大きな施設となれば、事務局の意

見としましても防止協定は必要かなと思います。

ただいまの説明につきまして、ほかに質問等はございますか。

ないようでありますので、それでは皆さんにお諮りします。

賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございました。

全員賛成ですので、原案のとおりとします。ありがとうございます。

ここで一旦休憩します。

（休 憩）

それでは、再開します。

次に、議案第２９号「農地法第１８条第１項の規定による許可申請につい

て」であります。

それでは、事務局に説明をお願いします。

事務局です。

議案第２９号の説明を行います。

お手元の資料の３０ページをご覧ください。

この案件につきましては、農業委員会の中で貸人お二人の土地を、借人に賃

借権の設定を行うということで、利用権設定の許可をもらったところでござい

ます。審議は３月に行いました。ところが、４月になりまして、貸人のご家族

の方から事務局に相談がありまして、３月１１日に申請があったんですけれど

も、３月１１日に貸人のお一人が亡くなったという報告がありました。そし

て、契約は有効ではございましたが、ご家族としましては、この土地について

は借人ではなくて、自分たちが探してきたほかの人に農地を貸したいというこ

とで申入れがあったところでございます。農業委員会の事務局としましては、

借人にも事情を話をして、農地を返してもらえないかということで相談があっ

たと伝えましたところ、借人も、そういったことであれば農地は返しますとい

うことで、今回、双方合意による解約となりました。解約日は５月７日でござ

います。解約の理由は、耕作者の変更をするということで、今回、合意の解約

となりました。

以上、説明を終わります。

ありがとうございました。

ただいま説明のありました案件につきまして、質疑等はございませんでしょ

うか。

ないようですので、お諮りします。

賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございました。

全員賛成ですので、原案のとおりとします。

以上をもちまして、議案の審議を終了いたします。

続きまして、報告第１７号から第２１号について、事務局長から報告をお願
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いします。

それでは、日向市農業委員会事務局規定による受理通知書の交付について、

ご報告申し上げます。

まず、報告第１７号「農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用届出

について」であります。

議案書では３２ページです。

届出の件数は１件、土地は畑２筆で、面積は４１．４９㎡でございます。公

衆用道路への転用でございます。

次に、報告第１８号「農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出

について」であります。

議案書では３５ページになります。

届出の件数は１２件、土地は畑１３筆で、面積は３，０２９．４７㎡であり

ます。転用目的につきましては、住宅のほか資材置場、施設用地などでありま

す。

次に、報告第１９号「農地改良届について」あります。

議案書では４１ページです。

届出の件数は１件、土地は田５筆、畑１筆で、面積は３，３０１㎡です。

次に、報告第２０号「農地法第３条の３第１項の規定による届出について」

であります。相続による農地の権利取得の届出であります。

議案書では４３ページです。

届出の件数は２件、土地は田１８筆、畑２７筆で、面積は１万９，８０７．

９１㎡です。

次に、報告第２１号「農地中間管理事業に伴う農地配分計画について」であ

ります。

議案書では５０ページです。

市の農業畜産課から提供された情報でございます。２件ありまして、土地は

２筆、６，７７８．３㎡の農地配分が行われております。

詳細につきましては、報告第２１号別紙をご覧ください。

以上、ご報告申し上げます。

ありがとうございました。

それでは、ただいまの報告につきまして、ご意見、ご質問等はございません

でしょうか。

ほかにないようですので、これをもちまして全ての会議の日程を終了します

とともに、議長の任を解かせていただきます。本日はご協力ありがとうござい

ました。


