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６．議事日程

（6名）

（1名）５．欠員

４．欠席委員

三浦　和憲

農地法第５条の規定による許可申請に対する意見について

農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認について

北秋田農業振興地域整備計画変更案に対する意見について

第　１

第　２

第　３

第　４

第　５

第　６

第　７

議案第２０号

議案第２１号

議案第２２号

議案第２３号

議案第２４号

会務報告

農地法第１８条第６項の規定による届出について

非農地証明交付申請の承認について

農地法第３条の規定による許可申請について

報告第　１号

報告第　２号

第　８ 議案第２５号
北秋田市農業委員会「令和２年度の目標及びその達成に向けた活動
計画の点検・評価」及び「令和３年度の目標及びその達成に向けた
活動計画」について



７．出席した事務局職員

局長　福　田　公　人　　　主査　片　岡　　透　　　主査　佐　藤　裕　和

８．議事録署名委員

９．会議の概要

　会長あいさつ（　省略　）

（　異議なしの声　）

　それでは、これより令和３年北秋田市農業委員会第６回総会を開会いたします。
会長からごあいさつをお願いします。

事務局

26番 三沢　博隆 27番 鈴木　豊

　まず始めに、出席状況についてご報告いたします。委員総数36名中、欠席届は、
21番近藤裕太委員、28番簾内豊委員、31番佐藤篤史委員、33番三浦和憲委員、34番
金田悦子委員の５名から出されております。なお、24番の佐藤茂延委員さんからは
連絡はありませんが、36名中、30名の出席であり、定足数に達しておりますので、
総会成立となります。次に議事録署名者の指名でありますが、恒例によりまして当
職より指名することにご異議ございませんか。

　異議なしと認め当職より指名をいたします。議席番号26番　三沢博隆委員、同じ
く27番鈴木豊委員にお願いいたします。それでは、報告第１号「会務報告」を事務
局よりお願いします。

会　長

会　長

会　長

農地法第18条第６項および農地法施行規則第68条の規定により、下記の届出につい
て受理したことをここに報告する。

　次に報告第２号「農地法第18条第６項の規定による届出について」事務局の説明
を求めます。

　議案書３ページをお開きください。

報告第２号農地法第18条第６項の規定による届出について。

　議案書２ページをお開きください。

（　議案書　会務報告を基に説明　）

　会務報告でありますのでご了承願いたいと思います。

事務局

令和３年６月15日提出、北秋田市農業委員会会長　後藤久美。

（　議案書　受付番号１番を朗読　）

事務局



会　長

６番

事務局

会　長

　これを含み、５ページの受付番号６番までの６件、合計面積20,333平方メートル
となります。解約の理由３番と４番の「他者との貸借」については新たに中間管理
機構を利用するための解約となります。また、５番と６番については、堤防工事に
伴う収用により利用権を解除するものです。

次の土地について、農地法第２条第１項の「農地」以外の土地である証明申請が
あったので審議を求める。

　以上、よろしくお願いいたします。

　報告第２号につきまして事務局より説明が終わりました。何かご質問、ご意見等
ございませんか。

会　長

　質問が無いようですので、次に進みます。次に、議案第20号「非農地証明交付申
請の承認について」を議題とし、事務局の説明を求めます。

　（　なしの声　）

　議案書６ページをお開きください。

議案第20号非農地証明交付申請の承認について。

令和３年６月15日提出、北秋田市農業委員会会長　後藤久美。

会　長

（　なしの声　）

８ページを見てください。場所は阿仁の根子集落から旧道を北北東に６００ｍほど
進んだところから山肌を５０mほど下ったところにありました。３０年程前までは
耕作していたとのことでしたが、現在は杉が茂っており、周りも山林化して農地は
ありませんでしたので問題はないと見てきました。
ご審議のほどよろしくお願いします。

　事務局及び現地調査をして頂いた委員さんからも説明をしていただきました。こ
れより質疑に入ります。何かご質問、ご意見等ございませんか。

　６番の澤藤です。

現地調査の報告をいたします。

資料の方は７ページから９ページになります。

調査日は６月７日、調査員は農業委員が１番 若松委員、３番長崎委員、４番佐藤
委員、５番成田委員と私、事務局から福田局長、片岡主査、佐藤主査の計８名で行
いました。

（　議案書　受付番号１番を朗読　）

　以上、ご審議の程よろしくお願いします。

　事務局の説明が終わりましたが、現地調査を行なって頂いた委員さんからも説明
を願いたいと思います。この件に関しましては、議席番号６番の澤藤委員からお願
いいたします。



　事務局より説明が終わりましたが、現地調査を行なって頂いた委員さんからも説
明を願いたいと思います。受付番号１番から５番までは議席番号３番長崎委員か
ら、受付番号６番から７番までは議席番号５番成田委員さんからそれぞれ説明願い
たいと思います。

調査日と調査員は先程、澤藤委員が報告したものと同様です。
内容が同一で場所も近いので一括で報告します。
資料の方は13ページから15ページになります。
14ページを見てください。場所は今泉集落の南西に広がる一団の農地の一角でし
て、現在進んでいる今泉地区の基盤整備事業の対象地という事で、事業採択前に譲
受人の所有地として整理するための申請という事でしたので、特に問題はないと見
てきました。
ご審議のほどよろしくお願いします。

　５番の成田です。私からは受付番号６番と７番を報告させていただきます。
調査日と調査員は先程、澤藤委員が報告したものと同様です。
内容が同一で場所隣ですので一括で報告します。
資料の方は16ページから18ページになります。
17ページを見てください。場所は阿仁の荒瀬集落の西側の国道105号線に面してい
るところにありました。

５番

会　長

３番

会　長

会　長

会　長

事務局

令和３年６月15日提出、北秋田市農業委員会会長　後藤久美。

（　異議なしの声　）

　質問がないようですので、質問を打ち切り採決いたします。議案第20号につい
て、原案通り決することにご異議ございませんか。

　異議なしと認め決定いたします。次に、議案第21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、事務局の説明を求めます。

　次に成田委員からお願いいたします。

　３番の長崎です。私からは受付番号１番から５番を報告させていただきます。

（　議案書　受付番号１番を朗読　）

以上、ご審議の程よろしくお願いします。

　これを含み、12ページの受付番号７番までの７件、合計面積1,930平方メートル
となります。この件につきましては、別添資料１の調査書にあるとおり、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ことを確
認しております。

　議案書10ページをお開きください。

議案第21号農地法第３条の規定による許可申請について。

農地法第３条第１項の規定により、下記農地の申請があったので審議を求める。



借人は移住者でして地元の法人から機械等を借り受けし、指導を仰ぎながら耕作を
行うという事でした。現在は水稲が作付けされておりましたので、問題なく耕作さ
れるものと思って見てきました。
ご審議のほどよろしくお願いします。

会　長

事務局

15番

会　長

会　長

会　長

会　長

会　長

会　長

（　異議なしの声　）

　北秋田市の下限面積は50アールですが、阿仁町は合併前に10アールにしたと聞い
ています。それで、10アールでも取得できるとなります。農業での生計を立てるの
はこの後見守っていきたいと思います。暫時休憩いたします。

　議案第21号につきまして、事務局及び現地調査をして頂いた委員さんからも説明
をしていただきました。21号中１番から５番までを除いて６番、７番について質疑
に入ります。何かご質問、ご意見等ございませんか。

　議席番号15番の佐藤です。譲受人の小野さんは新規就農となっていますが、新規
就農の要件を満たしている方ですか。

　質問がないようですので、質問を打ち切り採決いたします。議案第21号中、受付
番号６番、７番について、原案通り決することにご異議ございませんか。

（　20番武田響一委員　退席　）

（　なしの声　）

　異議なしと認め決定いたします。同じく議案第21号中受付番号１番から５番につ
きましては、議席番号20番の武田委員さんとの関連がありますので、退席を求めま
す。暫時休憩いたします。

　休憩以前に引き続き会議を再開いたします。議案第21号中、受付番号１番から５
番について質疑に入ります。ご質問ご意見等ございませんか。

　質問がないようですので、質問を打ち切り採決いたします。議案第21号中、受付
番号１番から５番について、原案通り決することにご異議ございませんか。

　新しく農業を始める方で新規就農としております。阿仁地区については下限面積
が10アールで要件を満たしております。なお、生計を立てていくことはまだ考えて
いないということでした。

　休憩以前に引き続き会議を再開いたします。議案第21号中、受付番号６番、７番
についてご質問ご意見等ございませんか。

（　なしの声　）



事務局

会　長

会　長

会　長

事務局

　異議なしと認め決定いたします。暫時休憩いたします。

（　異議なしの声　）

　休憩以前に引き続き会議を再開いたします。議案第22号「農地法第５条の規定に
よる許可申請に対する意見について」を議題とし、事務局の説明を求めます。

令和３年６月15日提出、北秋田市農業委員会会長　後藤久美。

　議案書19ページをお開きください。

議案第22号農地法第５条の規定による許可申請に対する意見について。

農地法第５条第１項の規定により、下記農地の申請があったので意見を求める。

まず、受付番号１番ですが、砂利採取に係る一時転用でございますので、農業振興
地域からの除外は必要ないことから、農用地区域内にある農地という事になりま
す。なお、農地法施行令第１１条において要件を満たしている場合の一時転用が認
められており、その要件を満たしていると考えております。
続いて、受付番号２番ですが第１種と第３種どちらにも該当しませんので、法第４
条第６項第２号における農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い
農地に該当するため第２種農地と考えております。なお、不許可の例外の該当事項
は農地法施行規則第３３条第４項に住宅その他申請に係る土地の周辺の地域におい
て居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続して設置されるも
の。いわゆる集落接続に該当すると考えております。
なお、受付番号１番については、前回総会において同一の場所の砂利採取に係る一
時転用が審議されておりますので、現地調査報告は事務局より報告させて頂きま
す。
21ページをお願いします。
申請地は七日市の大畑集落を抜けたところを右手に300ｍほど下ったところにあり
ます。
22ページの太枠部分が前回協議され許可相当と判断された砂利採取部分でして、斜
線部分が今回申請の砂利採取に係る運搬路でございます。砂利採取と同一事業での
利用であると考えておりますので、ご審議のほどよろしくお願いします。

（　20番武田響一委員　着席　）

　議案第22号につきまして事務局より説明が終わりましたが、特に受付番号1番に
つきましては先月の案件の隣でありまして、先月の現地調査をして頂いた方々は現
地を確認しております。それでは、受付番号２番につきましては議席番号１番若松
委員にお願いいたします。

（　議案書　受付番号１番を朗読　）

　農地の種別等について補足させていただきます。

　これを含み、同ページの受付番号　2番までの　2件、合計面積823平方メートル
となります。この件につきましては、担当より補足説明をいたします。



会　長

１番

会　長

事務局

会　長

事務局

事務局

  議案第22号につきましてそれぞれ説明が終わりました。これより質疑に入りま
す。何かご質問、ご意見等ございませんか。

  １番の若松です。調査日と調査員は先程の澤藤委員と同様です。

資料の方は24ページから30ページになります。

25ページを見てください。場所は旧浦田小学校から道路を挟んで向かいの所でし
た。南側と北側は宅地でして、申請地は道路より低いため盛土を行い法面加工を施
して周囲へ影響が及ばないようにするという事でした。また、国道から申請地への
乗り入れ部分に縁石があり、入り口が狭い印象でしたが、縁石の撤去について道路
管理者との協議は済んでおり、許可見込みであるという事でした。
境界等もはっきりしており特に農地への影響も無いと見受けられました。
ご審議のほどよろしくお願いします。

  異議なしと認め決定いたします。次に、議案第23号「農業経営基盤強化促進法に
基づく農用地利用集積計画の承認について」を議題とし、事務局の説明を求めま
す。

農業経営基盤強化促進法第18条第１項の規定により、下記農用地利用集積計画の決
定について意見を求める。

（　なしの声　）

（　異議なしの声　）

  無ければ、質問を打ち切り採決いたします。議案第22号について、原案通り決す
ることにご異議ございませんか。

（　議案書　所有権移転の受付番号１番を朗読　）

次に32ページの利用権設定の受付番号１番であります。

  これを含み、同ページの受付番号　2番までの　2件、合計面積　7,067平方メー
トルとなります。

  議案書31ページをお開きください。

議案第23号農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認について。

令和３年６月15日提出、北秋田市農業委員会会長　後藤久美。

（　議案書　利用権設定の受付番号１番を朗読　）

続いて33ページの一括方式の受付番号１番であります。

（　議案書　一括方式の受付番号１番を朗読　）

  これを含み、同ページの受付番号　2番までの　2件、合計面積　4,488平方メー
トルとなります。



事務局

事務局

会　長

１番

事務局

会　長

会　長

会　長

会　長

会　長

以上、ご審議の程よろしくお願いします。

  これを含み、48ページの受付番号　41番までの　41件、合計面積計　157,365平
方メートルとなります。なお、ただいま説明いたしました計画承認要請の内容は、
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ます。

事務局から補足説明を行ないます。

  事務局の説明が終わりました。議案第23号中、利用権設定の受付番号１番、２番
を除いて質疑に入ります。何かご質問、ご意見等ございませんか。

  １番の若松です。

  その他ご質問、ご意見はございませんか。

  41ページの一括方式20番から46ページの36番まで17件で、利用権を設定するもの
と受ける者が同一となっておりますが、賃借料の値段が違うことにより、このよう
な表記になっております。また、33ページの3番から34ページの５番までも同一と
なっております。

先程事務局から説明のあった17件の違うということですが、賃料をまとめて全面積
いくらという表記にすればよかったのではないか。

  事務局の補足説明が終わりました。議案第23号中、利用権設定の受付番号１番、
２番を除いて質疑に入ります。何かご質問、ご意見等ございませんか。

　こちらは一括方式でしたので、中間管理機構を利用しての転貸でして、賃料に関
しましては所有者からの希望であると伺っております。受付窓口がこちらではない
ため、賃料をまとめることは出来ませんでしたので、申請通り処理させて頂いてお
ります。

（　４番　佐藤政信委員　退席　）

  異議なしと認め決定いたします。次に、同じく議案第23号中、利用権設定の受付
番号１番と２番については、議席番号４番佐藤政信委員との関連がありますので、
佐藤委員の退席を求めます。暫時休憩いたします。

（　なしの声　）

（　異議なしの声　）

  質問がないようですので、質問を打ち切り採決いたします。議案第23号中、利用
権設定の受付番号１番、２番を除いて、その他について原案通り決することにご異
議ございませんか。



会　長

会　長

事務局

会　長

会　長

会　長　

事務局

会　長　

会　長　

  休憩以前に引き続き会議を再開いたします。議案第23号中、利用権設定の受付番
号１番と２番について質疑に入ります。ご質問ご意見等ございませんか。

  異議なしと認め決定いたします。暫時休憩といたいします。

（　４番　佐藤政信委員　着席　）

  休憩以前に引き続き会議を再開いたします。議案第24号「北秋田農業振興地域整
備計画変更案に対する意見について」を議題とし、事務局の説明を求めます。

（　なしの声　）

（　異議なしの声　）

  質問がないようですので、質問を打ち切り採決いたします。議案第23号中、利用
権設定の受付番号１番と２番については、原案通り決することにご異議ございませ
んか。

（　異議なしの声　）

  質問がないようですので、質問を打ち切り採決いたします。議案第24号について
は、原案通り決することにご異議ございませんか。

  議案第24号の説明が終わりましたが、ご質問ご意見等ございませんか。

（　なしの声　）

  異議なしと認め決定いたします。次に議案第25号北秋田市農業委員会「令和２年
度の目標及びその達成に向けた活動計画の点検・評価」及び「令和３年度の目標及
びその達成に向けた活動計画」についてを議題とし、事務局の説明を求めます。

  議案書59ページをお開きください。

（　議案書の説明　）

以上、ご審議の程よろしくお願いします。

  議案書49ページをお開きください。

議案第24号「北秋田農業振興地域整備計画変更案に対する意見について」

農業振興地域の整備に関する法律施行規則第３条の２第２項の規定により、変更案
について意見を求める。

令和３年６月15日提出、北秋田市農業委員会会長　後藤久美。



会　長　

「農業委員会事務の実施状況について」に基づき、北秋田市農業委員会「令和２年
度の目標及びその達成に向けた活動計画の点検・評価」及び「令和３年度の目標及
びその達成に向けた活動計画」についてを　別紙のとおり　策定するものとする。

令和３年６月15日提出、北秋田市農業委員会会長　後藤久美。

議案第25号北秋田市農業委員会「令和２年度の目標及びその達成に向けた活動計画
の点検・評価」及び「令和３年度の目標及びその達成に向けた活動計画」について

「令和２年度の点検・評価」につきましては、議案書60ページから67ページ、「令
和３年度の目標・計画」につきましては、議案書68ページから70ページとなります
が、詳細につきましては、担当より説明いたします。
以上、ご審議の程よろしくお願いします。

（　担当より議案書の説明　）

  質問がないようですので、質問を打ち切り採決いたします。議案第25号について
は、原案通り決することにご異議ございませんか。

（　異議なしの声　）

会　長　   議案第25号の説明が終わりましたが、ご質問ご意見等ございませんか。

（　なしの声　）

15番   15番の佐藤です。

　63ページの管内の農地面積と目標とするところと70ページの農地面積が違うこと
と、令和2年度の達成状況63ページの２番と70ページの管内の実績と遊休面積の関
連、解消実績について教えてください。

  63ページの方は令和２年４月１日現在、70ページの方は令和３年４月１日現在と
なり、数値が違ってきます。遊休農地の数値も同様です。解消実績の2.8ヘクター
ルにつきましては主なところで、森吉地区で１ヘクタール、合川地区で１ヘクター
ルその他併せて2.8ヘクタールとなります。

  ご質問ご意見等ございませんか。

  ７番の武石です。

センサスに基づいた数値ということですが、耕地面積と農地台帳面積に1,000町歩
の開きがあるのは大きいと思いますがいかかですか。

  農地台帳面積は登記簿上の農地面積と現況が田畑のすべてが該当し、耕地面積は
現在耕作されているところのみが積算されていることが大きな要因と考えます。

  ご質問ご意見等ございませんか。

会　長

事務局
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  その他について皆さんから何かございませんか。

  無ければ、以上も持ちまして６月の定例総会を終わります。

  事務局から連絡します。次回の第７回の総会は令和３年７月15日木曜日、時間は
午後１時30分から、場所は市役所本庁舎３階大会議室、それに伴う現地調査は令和
３年７月８日木曜日を予定しております。現地調査員は議席番号７番から11番の５
名でお願いしたいと思います。

  異議なしと認め決定いたします。以上をもちまして、提出議案はすべて終了いた
しました。その他に入ります。


