
令和 3年氷川町農業委員会第 5回総会議事録 
 

1．開催日時：令和 3年 5月 10日（月） 午後 1時 30分開会 
2．開催場所：氷川町役場 1階 災害対策室 

3．出席委員：14名 

1番 赤星 睦生 2番 永田 裕二 3番 西村 邦治 

4番 井戸 浩徳 5番 木下 博之 6番 入江 清満 

7番 森田 寿也 8番 久保田 時雄 9番 橋本 隆也 

10番 那須 逸郎 11番 猿渡 猛 12番 坂口 誠一 

13番 本田 智恵子   14番 井副 陽子   

 

4．議事日程 

日程 1．開会 

日程 2．会長挨拶 

日程 3．議事録署名委員の指名について 

日程 4．報告事項 

（1）農地法第 18条第 6項の規定による賃貸借契約の合意解約について 

（2）農地使用貸借契約の合意解約について 

（3）農地の形状変更申出書について 

日程 5．議案審議 

議案第 15号 農地法第 3条第 2項第 5号の規定による農地取得下限面積の設定について 

議案第 16号 農地法第 3条の規定による許可申請について 

議案第 17号 農地法第 5条の規定による許可申請について 

議案第 18号  氷川町農用地利用集積計画（所有権移転）について 

議案第 19号 氷川町農用地利用集積計画（利用権設定）について 

日程 6．その他 

日程 7．閉会 

 

5．農業委員会事務局職員 

事務局長 前崎 誠 事務局長補佐 坂梨 俊弘 係長 續 貴志 

会計年度任用職員 川田 純也 主事 平山 望愛   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6．会議の概要 

前崎事務局長 本日の出席委員は過半数に達していますので、農業委員会

等に関する法律第 27条第 3項の規定により総会は成立いたし

ました。ただ今より令和 3 年氷川町農業委員会第 5 回総会を

開催します。 

それでは、氷川町農業委員会総会会議規則の第 4条により、

議長は会長が務めることとなっておりますので、以降の議事

の進行は坂口会長にお願いいたします。 

はじめに、会長挨拶を坂口会長よりお願いします。 

坂口会長 ――＜挨拶＞―― 

坂口議長 それでは、氷川町農業委員会総会会議規則第 12条第 2項に

規定する議事録署名委員について、2番、永田委員、3番、西

村委員を指名いたします。 

つぎに、報告事項についてです。報告事項が 3 件ございま

す。まずはじめに報告事項（1）、（2）について事務局より説

明願います。 

川田職員 ――＜報告事項（1）、（2）について説明＞―― 

坂口議長 ただいま事務局より説明がありましたが、何かご意見はあ

りませんか。 

  （異議なし） 

坂口議長  なにもないようですので、つぎに報告事項（3）について事

務局より説明願います。 

平山主事  ――＜報告事項（3）について説明＞―― 

坂口議長  ただいま事務局より説明がありましたが、何かご意見はあ

りませんか。 

永田委員  客土は全部ですか。 

平山主事  3筆全て客土される予定です。 

坂口議長  他にありませんか。 

  （異議なし） 

坂口議長 なにもないようですので、報告事項についてはこれで終わ

ります。 

つぎに、議案審議についてです。 

まず、議案第 15号、農地法第 3条第 2項第 5号の規定によ

る農地取得下限面積の設定に関する件を上程します。事務局

より説明願います。 

川田職員 ――＜議案第 15号について説明＞―― 

坂口会長 ただいま事務局より説明がありましたが、何かご意見はあ

りませんか。 

 （異議なし） 



坂口議長 異議もないようですので、議案第 15号について採決します。

許可することに賛成の方は、挙手願います。 

 （全員挙手） 

坂口議長  全員賛成です。よって、本案は原案のとおり決定いたしま

す。つづきまして、議案第 16号、農地法第 3条の規定による

許可申請について上程します。案件が 2 件です。まずはじめ

に、案件（1）について事務局より説明願います。 

川田職員 ――＜議案第 16号、案件（1）について説明＞―― 

坂口議長 ただいま事務局より説明がありましたが、現地確認も済ん

でおりますので、現地確認報告を 木下 委員よりお願いし

ます。 

木下委員 現地確認報告をいたします。 

去る 5 月 6 日、午後 1 時 30 分より現地を確認いたしまし

た。 

申請地は、空き家バンクに附帯する農地として許可するこ

とに問題ありませんでしたので、報告いたします。審議のほう

よろしくお願いいたします。 

坂口議長 ただいま現地確認報告がありましたが、何かご意見はあり

ませんか。 

 （異議なし） 

坂口議長 異議もないようですので、議案第 16号、案件（1）について

採決します。許可することに賛成の方は、挙手願います。 

 （全員挙手） 

坂口議長 全員賛成です。よって、本案は原案のとおり決定いたしま

す。つづきまして、案件（2）について事務局より説明願いま

す。 

川田職員 ――＜議案第 16号、案件（2）について説明＞―― 

坂口議長 ただいま事務局より説明がありましたが、現地確認も済ん

でおりますので、現地確認報告を 西村 委員よりお願いし

ます。 

西村委員 現地確認報告をいたします。 

去る 5 月 6 日、午後 2 時より現地を確認いたしました。申

請地は、空き家バンクに附帯する農地として許可することに

問題ありませんでしたので、報告いたします。審議のほうよろ

しくお願いいたします。 

坂口議長 ただいま現地確認報告がありましたが、何かご意見はあり

ませんか。 

 （異議なし） 

坂口議長 異議もないようですので、議案第 16号、案件（2）について

採決します。許可することに賛成の方は、挙手願います。 



 （全員賛成） 

坂口議長 全員賛成です。よって、本案は原案のとおり決定いたしま

す。つづきまして、議案第 17号、農地法第 5条の規定による

許可申請に関する件を上程します。案件が 1件です。事務局よ

り説明願います。 

續係長 ――＜議案第 17号について説明＞―― 

坂口議長 ただいま事務局より説明がありましたが、現地確認も済ん

でおりますので、現地確認報告を 西村 委員よりお願いし

ます。 

西村委員 現地確認報告をいたします。 

去る 5 月 6 日、午後 2 時より現地を確認いたしました。該

当地の事業計画、排水計画など確認したところ問題はないよ

うですので、審議のほうよろしくお願いいたします。 

坂口議長 ただいま現地確認報告がありましたが、何かご意見はあり

ませんか。 

橋本委員 これは議案第 16号、案件（2）と同じ場所と思いますが、こ

こはずっと荒れていたのですか。 

西村委員 2、3 年前までは、昔借りられていた方が水稲をされていま

したが、最近は荒れないように草刈りなど、管理はされていた

ようです。 

入江委員 ここは農業振興地域ではありませんか。 

續係長 はい。 

坂口議長 他にありませんか。 

  （異議なし） 

坂口議長 異議もないようですので、議案第 17号について採決します。

許可することに賛成の方は、挙手願います 

 （全員賛成） 

坂口議長 全員賛成です。よって、本案は原案のとおり決定いたしま

す。つづきまして、議案第 18号、氷川町農用地利用集積計画

（所有権移転）を上程します。事務局より説明願います。 

續係長 ――＜議案第 18号について説明＞―― 

坂口議長 ただいま事務局より説明がありましたが、これは農業経営

基盤強化促進法でございますので、認めたいと思いますが、何

かご意見ありませんか。 

  （異議なし） 

坂口議長  異議もないようですので、本案は原案のとおり認めます。 

つづきまして、議案第 19号、氷川町農用地利用集積計画（利

用権設定）を上程します。事務局より説明願います 

平山主事  ――＜議案第 19号について説明＞―― 

坂口議長 ただいま事務局より説明がありましたが、これは農業経営



基盤強化促進法でございますので、認めたいと思いますが、何

かご意見ありませんか。 

永田委員 番号 7 から 20 の借り受けされる法人の稼働人数が、1 人と

なっていますが、この面積を 1人でされるのですか。 

川田職員 申請では 1人で受け付けています。 

平山主事 実際は奥様もお手伝いされているそうです。 

坂口議長 他にありませんか。 

 （異議なし） 

坂口議長 異議もないようですので、本案は原案のとおり認めます。 

つぎに、その他の連絡事項等についてです。事務局より説明

願います。 

前崎事務局長 ――＜事務連絡等について説明＞―― 

那須副会長 以上で、本日の総会日程は、全部終了いたしました。これを

もちまして総会を閉会します。    （午後 2時 10分閉会）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



上記の通り相違ないことを証するため、署名・捺印する。 

 

 

議長                     ㊞ 

 

 

委員                     ㊞ 

 

 

委員                     ㊞ 

 

 


