
平成 31年第 1回農業委員会総会議事録 

 

開 催 

 

日 時 

                     自  9時00分 

平成３１年３月２９日 

                     至  9時35分 

場 所 壮 瞥 町 役 場   大 会 議 室 

 

出 

 

席 

 

状 

 

況 

 

 

 

 

 

 

出席委員 

委 員  １ 番  松 本  敏 春 

委 員  ２ 番  畠 山  惠美子 

委 員  ３ 番  堀 口  英 男         

委 員  ４ 番  岩 倉    隆 

委 員  ６ 番  清 水  俊 一 

委 員  ７ 番  杉 村  和 男 

委 員  ８ 番  南    和 孝 

 

欠席委員 

 

 

  ・事務局長   齊 藤  英 俊 

   

 

議 

事 

日 

程 

 

 

 

 

議案第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

議案第２号 農用地利用集積計画の決定について 

 

 

 

 

 

 

 

備 考 

 

 

議長は、会議録署名委員に次の２名を指名した。 

委 員  ２ 番  畠 山  惠美子 

委 員  ３ 番  堀 口  英 男 



 

議     事     録 

 

・会長挨拶の後、平成３１年第１回農業委員会総会を宣し、日程第１議

事録署名委員２名を指定し、日程第２会期の決定をした後、日程第３事

務報告を読み上げた。 

 

議長 南  和 孝 

 日程第４ 議案第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知につ

いてを議題と致します。事務局長説明願います。 

           

  

事務局長 

  ・農地法第１８条第６項の規定による通知についての説明 

 

○農地等賃貸借合意解約契約書 

 土地の所在・地番        ●●町●●-●●  地目 ●●  ●●●● 

   ●●町●●-●●   公簿 ●●  現況 ●●  ●●●●㎡ 

  ●●町●●-●●   公簿 ●●  現況 ●●  ●●●●㎡ 

   ●●町●●-●●   公簿 ●●  現況 ●●  ●●●●㎡ 

                      計 ●●●●㎡ 

 貸人の住所・氏名 

  ●●町●●-●●     ●● ●● 

 借人の住所・氏名 

  ●●町●●-●●     ●● ●● 

 契約内容等 

  基盤強化促進法 平成●●年●●月（賃貸借）整理番号●●●号 

 公告日等 

  平成●●年●●月●●日 

 設定・契約期間 

  始期 平成●●年●●月●●日 終期 平成●●年●●月●●日 

 合意解約日 平成 31年 3月 31日 

 土地引渡日 平成 31年 3月 31日                

      



 ただいま 事務局長が説明をいたしました農地法第１８条第６項の規

定による通知についてご意見、ご質問を伺います。   

 

――――――――――「ありません」という声あり ―――――――― 

 

 特に発言がなければ、農地法第１８条第６項の規定による通知につい

ては原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

 

――――――――――「ありません」という声多数  ―――――――― 

 

議長 南  和 孝 

  ご異議なしと認め 原案のとおり決定いたします。  

 日程第４のうち議案第２号農用地利用集積計画の決定についてを議題

といたします。事務局長説明願います。 

  

事務局長 

  ・議案第２号 農業経営基盤強化促進法第 18条の規定による農用地利

用集積計画の決定について。農業経営基盤強化促進法第 18条の規定

により決定を求められた下記の農用地利用集積計画について議決を

求めるものであります。 

 

 ○利用権設定関係 

 整理番号 679                  

   設定者  ●●町●●-●●    氏名 ●● ●● 

  経営農用地面積  ●●●●㎡                         

   設定地  ●●町●●-●●  地目 ●●  ●●●●㎡ 

                         計  ●●●●㎡ 

    設定を受ける者  ●●町●●-●●  氏名  ●● ●● 

  経営農用地面積 ●●●●㎡ 

    種類      賃貸借 

  内容      ●● 

    始期～終期   公告の日からから平成 34年 3月 31日 

  借賃   ●●●●円 

  支払方法 年度末現金払 



  

 整理番号 680                  

   設定者  ●●町●●-●●    氏名 ●● ●● 

  経営農用地面積  ●●●●㎡                         

   設定地  ●●町●●-●●  地目 ●●  ●●●●㎡ 

       ●●町●●-●●  地目 ●●  ●●●●㎡ 

                        計  ●●●●㎡ 

    設定を受ける者  ●●町●●-●●  氏名 ●● ●●   

  経営農用地面積 ●●●●㎡ 

    種類      賃貸借 

  内容      ●● 

    始期～終期   公告の日からから平成 34年 3月 31日 

  借賃   ●●●●円 

  支払方法 年末現金払  

整理番号 681                  

   設定者  ●●町●●-●●    氏名 ●● ●● 

  経営農用地面積  ●●●●㎡                         

   設定地  ●●町●●-●●  地目 ●●  ●●●●㎡ 

                        計  ●●●●㎡ 

    設定を受ける者  ●●町●●-●●  氏名 ●● ●●   

  経営農用地面積 ●●●●㎡ 

    種類      賃貸借 

  内容      ●● 

    始期～終期   公告の日からから平成 41年 3月 31日 

  借賃   ●●●●円 

  支払方法 年度末口座振込  

整理番号 682                  

   設定者  ●●町●●-●●  氏名 ●● ●● 

  経営農用地面積  ●●●●㎡                         

   設定地  ●●町●●-●●  地目 ●●  ●●●●㎡ 

                         計  ●●●●㎡ 

    設定を受ける者  ●●町●●-●●  氏名 ●● ●●   

  経営農用地面積 ●●●●㎡ 

    種類      賃貸借 



  内容      ●● 

    始期～終期   公告の日からから平成 36年 3月 31日 

  借賃   ●●●●円 

  支払方法 年末現金払  

整理番号 683                  

   設定者  ●●町●●-●●    氏名 ●● ●● 

  経営農用地面積  ●●●●㎡                         

   設定地  ●●町●●-●●  地目 ●●      

       ●●町●●-●●  地目 ●●  ●●●●㎡ 

              ●●町●●-●●  地目 ●●   

              ●●町●●-●●  地目 ●●   

       ●●町●●-●●  地目 ●●  ●●●●㎡ 

                    計 ●●●●㎡ 

    設定を受ける者  ●●町●●-●●  氏名 ●● ●●   

  経営農用地面積  ●●●●㎡ 

    種類      賃貸借 

  内容      ●● 

    始期～終期   公告の日からから平成 36年 3月 31日 

  借賃   ●●-●●、●●-●●、●●-●●、●●-●● ●●●●円 

       ●●-●● ●●●●円 

  支払方法 年末現金払  

整理番号 684                  

   設定者   ●●町●●-●●    氏名 ●● ●● 

  経営農用地面積  ●●●●㎡                         

   設定地  ●●町●●-●●  地目 ●●  ●●●●㎡      

                          計 ●●●●㎡ 

    設定を受ける者  ●●町●●-●●    氏名 ●● ●●   

  経営農用地面積  ●●●●㎡ 

    種類      賃貸借 

  内容      ●● 

    始期～終期   公告の日からから平成 36年 3月 31日 

整理番号 685                  

   設定者  ●●町●●-●●    氏名 ●● ●● 

  経営農用地面積  ●●●●㎡                         



   設定地  ●●町●●-●●  地目 ●●  ●●●●㎡ 

        ●●町●●-●●  地目 ●●  ●●●●㎡ 

        ●●町●●-●●  地目 ●●  ●●●●㎡ 

              ●●町●●-●●  地目 ●●  ●●●●㎡ 

        ●●町●●-●●  地目 ●●  ●●●●㎡ 

              ●●町●●-●●  地目 ●●  ●●●●㎡        

            ●●町●●-●●  地目 ●●  ●●●●㎡ 

                                    計 ●●●●㎡ 

    設定を受ける者  ●●町●●-●●    氏名 ●● ●●   

  経営農用地面積 ●●●●㎡ 

    種類      賃貸借 

  内容      ●● 

    始期～終期   公告の日からから平成 34年 3月 31日 

  借賃      ●●●●円 

  支払方法     年末口座振込  

整理番号 686                  

   設定者  ●●町●●-●●    氏名 ●● ●● 

  経営農用地面積  ●●●●㎡                         

   設定地  ●●町●●-●●  地目 ●●  ●●●●㎡ 

                         計  ●●●●㎡ 

    設定を受ける者  ●●町●●-●●    氏名 ●● ●●   

  経営農用地面積 ●●●●㎡ 

    種類      賃貸借 

  内容      ●● 

    始期～終期   公告の日からから平成 32年 3月 31日 

  借賃   ●●●●円 

  支払方法 年末現金払 

整理番号 687  

   設定者     ●●町●●-●●    氏名 ●● ●● 

    経営農用地面積  ●●●●㎡ 

    設定地     ●●町●●-●●  地目 ●●  ●●●●㎡ 

                    ●●町●●-●●  地目 ●●  ●●●●㎡ 

                                              計 ●●●●㎡ 

   設定を受ける者  ●●町●●-●●    氏名 ●● ●●  



  経営農用地面積 ●●●●㎡ 

  利用権の種類  賃貸借 

    始期～終期   公告の日から平成 36年 3月 31日 

  借賃      ●●●●円 

  支払方法    年末現金払 

整理番号 688 

   設定者     ●●町●●-●●    氏名 ●● ●● 

  経営農用地面積  ●●●●㎡ 

   設定地     ●●町●●-●●  地目 ●●  

                    ●●町●●-●●  地目 ●●   ●●●●㎡ 

                    ●●町●●-●●  地目 ●●    

                    ●●町●●-●●  地目 ●●  

                                             計 ●●●●㎡ 

  設定を受ける者  ●●町●●-●●    氏名 ●● ●●     

  経営農用地面積 ●●●●㎡ 

  種類      賃貸借 

    始期～終期   公告の日から平成 36年 3月 31日 

  借賃      ●●●●円 

  支払方法    年末現金払 

整理番号 689 

   設定者     ●●町●●-●●    氏名 ●● ●● 

  経営農用地面積 ●●●●㎡ 

   設定地     ●●町●●-●●  地目 ●● 

                    ●●町●●-●●  地目 ●● 

                    ●●町●●-●●  地目 ●● 

                    ●●町●●-●●  地目 ●● 

                    ●●町●●-●●  地目 ●●   ●●●●㎡ 

                    ●●町●●-●●  地目 ●● 

                    ●●町●●-●●  地目 ●● 

                    ●●町●●-●●  地目 ●● 

                    ●●町●●-●●  地目 ●● 

                                               計 ●●●●㎡ 

  設定を受ける者  ●●町●●-●●    氏名 ●● ●● 

  経営農用地面積 ●●●●㎡ 



    種類      賃貸借 

    始期～終期   公告の日から平成 36年 3月 31日 

  借賃      ●●●●円 

  支払方法    年末現金払 

   

 経営面積・従事日数など農業経営基盤強化促進法第 18条第３項の各要

件は満たしております。以上でございます。 

 

議長 南  和 孝 

 ただいま、事務局長が説明をいたしました農用地利用集積計画の決定

について整理番号●●●号から整理番号●●●号についてご意見、ご質

問を伺います。 

   

――――――――――「ありません」という声あり ――――――――  

 

 特に発言がなければ、整理番号●●●号から整理番号●●●号は原案

のとおり決定することにご異議ございませんか。 

 

――――――――――「ありません」という声多数  ―――――――― 

 

議長 ●● ●● 

  ご異議なしと認め 原案のとおり決定いたします。 

  続きまして、整理番号●●●号についてを審議するわけでございます

が議事に参与することができない委員がおりますので会議規則第１０条

の規定により●●委員は議事に参与できないので退場を求めます。 

 暫時休憩いたします。（●●委員退場） 

 

議長 ●● ●●  

 暫時休憩を閉じ会議を開きます。それでは整理番号●●●号についてご

意見ご質問を伺います。 

  

 ――――――――――「ありません」という声あり ―――――――― 

 

 



議長 ●● ●● 

  特に発言がなければ、整理番号●●●号は原案のとおり決定すること

に ご異議ございませんか。 

 

――――――――――「ありません」という声多数  ―――――――― 

 

議長 ●● ●● 

 ご異議なしと認め、原案のとおり決定を致します。 

 暫時休憩をいたします。（●●委員入場） 

  暫時休憩を閉じ会議を開きます。 

 続きまして整理番号●●●号から整理番号●●●号についてご意見、ご

質問を伺います。 

 

 ――――――――――「ありません」という声あり ―――――――― 

 

議長 ●● ●●  

 特に発言がなければ、整理番号●●●号から●●●号は原案のとおり

決定することにご異議ございませんか。 

  

――――――――――「ありません」という声多数  ―――――――― 

 

議長 ●● ●● 

  ご異議なしと認め原案のとおり決定いたします。 

 続きまして、整理番号●●●号から整理番号●●●についてを審議す

るわけでございますが議事に参与することができない委員がおりますの

で会議規則第１０条の規定により●●委員は議事に参与できないので退

場を求めます。  

 暫時休憩いたします（●●退場） 

  

議長 ●● ●● 

 それでは暫時休憩を閉じ会議を開きます。 

 暫時休憩を閉じ会議を開きます。それでは整理番号●●●号から整理

番号●●●号についてご意見ご質問を伺います。 

 



――――――――――「ありません」という声あり ―――――――― 

議長 ●● ●● 

 特に発言がなければ、整理番号●●●号から整理番号●●●号は原案

のとおり決定することにご異議ございませんか。 

 

――――――――――「ありません」という声多数  ――――――――  

 

議長 ●● ●● 

 ご異議なしと認め、原案のとおり決定を致します。 

  暫時休憩を致します。（●●入場） 

 

議長 南  和 孝 

 暫時休憩を閉じ会議を開きます。 

  本日附議された案件は全部終了いたしました。 

 なお引き続き協議を行います。  


