
令和 2年度 第 6回伊仙町農業委員会総会議事録 

 

１、開催日時 令和２年 6月 1６日（火）午前９時００分～ 

２、開催場所 中央公民館 大ホール 

３、出席委員 1番 藤島 正廣 

       2番 基山 美奈子 

        ３番 政岡 廣子 

       ４番 宮永 誠 

       ５番 義山 太志 

       ６番 富本 太地 

       ７番 森 三江子 

       ８番 樺山 哲博 

       ９番 平山 純一郎 

       １０番 田中 秀樹 

       １１番 福山 宣太 

       １２番 稲村 英治 

       １３番 重原 明美 

             １４番 實  穣二 

４，欠席委員 ９番  

５，議事日程 

 第１、農地法第 3条許可申請について（５件） 

 第２、農業経営基盤促進事業について（７件） 

   その他 

６、農業委員会事務局員 

   豊島 重村 酒匂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



会議の概要 

事務局 おはようございます。定刻になりましたので只今から令和 2 年度第６回伊仙町農

業委員会総会を開催いたします。 

    はじめに会長の挨拶をお願いします。 

 

会長  おはようございます。沖縄が梅雨開けしまして、おそらく何日かの間で梅雨明け

するんじゃないかと思います。農作業ですね、サトウキビは追い込みに入ってます。

十分熱中症とかですね気をつけていただきたいと思います。終わります。  

 

事務局 藤島会長ありがとうございました。本日は 14 名中 13 名の委員が出席しており定

足数に達しましたので総会は成立いたします。また、推進委員 6 名中 4 名が出席さ

れております。それでは、伊仙町農業委員会会議規則により議長は会長が務めるこ

とになっていますので、以降の議事の進行は藤島会長にお願いいたします。会長よ

ろしくお願いします。 

 

会長  これより議事に入ります。まず日程第１の議事録署名委員及び会議書記の指名を

行います。伊仙町農業委員会会議規則第 14条第 2項に規定する議事録署名委員です

が議長から指名させていただくことにご異議ございませんか。 

 

【異議なし】 

 

議長  それでは、議事録署名委員ですが、5 番と 4 番にお願いします。ごめんなさい。5

番と 6 番です。本日の会議書記には事務局職員の豊島氏と酒匂氏を指名したいと思

います。 

     

議長  それではですね、日程第２の議案第 1 号「農地法第 3 条の規定による許可申請に

ついて」を議題にします。事務局より議案の朗読と説明をお願いしたいと思います。 

 

事務局 今月の農地法第 3条許可申請は、1議案５件です。 

    議案第 1 号について受付番号 40 号から受付番号 44 号は所有権移転に関する件で

す。受付番号 41号は譲受人は目手久在住で譲渡人は兵庫県在住です。申請農地は大

字佐弁と大字目手久の畑で面積が 9,415㎡となっています。申請事由は贈与です。 

受付番号 40号は譲受人は目手久在住で譲渡人は鹿児島市在住です。申請農地は大

字伊仙の畑で面積が 1,555㎡となっています。申請事由は経営拡張です。 

受付番号 42号は譲受人は伊仙在住で譲渡人は福岡県在住です。申請農地は大字伊

仙の畑で面積が 4,225㎡となっています。申請事由は経営拡張です。 



受付番号 43号は譲受人は崎原在住で譲渡人は検福在住です。申請農地は大字糸木

名の畑で面積が 9,298㎡となっています。申請事由は経営拡張です。 

受付番号 44号は譲受人は木之香在住で譲渡人は兵庫県在住です。申請農地は大字

小島の畑で面積が 3,029㎡となっています。申請事由は経営拡張です。 

受付番号 40 号から 44 号まで別添の調査書のとおり農地法第 3 条第 2 項各号に該

当しないため許可要件をすべて満たしてると思います。 

    以上で、議案の朗読及び説明を終わります。 

 

議長  はい、それでは受付番号 41号につきまして現地調査の結果等につきまして担当委

員から説明をお願いします。 

 

4 番  農地法第 3 条許可申請第 41 号について説明いたします。先日 3 番委員と調査した

結果、農地法第 3条第 2項に抵触いたしませんので皆様ご審議お願いいたします。 

   現況といたしましては、651,652,653,637 番は今は休耕し新たに開墾するそうです。

37-1,44-2は馬鈴薯の作付け予定だそうです。以上になります。 

 

3 番  農地法第 3 条許可申請第 41 号は 4 番委員の説明のとおりでございます。皆様のご

審議お願いします。 

 

議長  はい、ありがとうございます。それでは、41 号について質疑に入りたいと思いま

す。何かご意見ございませんか。 

 

【質疑・意見なし】 

 

議長  異議が無いということでありますので、41 号について採決をしたいと思います。

賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 

【全員挙手】 

 

議長  ありがとうございます。全員賛成ということで、41 号については原案の通り決定

したいと思います。続きまして 40番についてですね担当委員からのお願いしたいと

思います。 

 

7 番  農地法第 3 条許可申請第 40 号について説明いたします。先日 1 番委員と調査した

結果、農地法第 3条各号に抵触いたしませんので、皆様ご審議お願いいたします。 

   現況といたしましては、3筆の畑が 1枚畑になってサトウキビが植えてました。 



 

 

議長  はい、ありがとうございます。それでは、40 号についてですね、7 番から説明が

あった通りであります。質疑に入りたいと思います。何かご意見ございませんか。 

 

【質疑・意見なし】 

 

議長  異議が無いということでありますので採決をしたいと思います。40 号について賛

成の方お願いいたします。 

 

【全員挙手】 

 

議長  全員賛成ということで、40 号については原案の通り決定いたしました。続きまし

て 42号いついてですね担当委員からのお願いいたします。 

 

10番  42号について説明いたします。委員の皆様と推進委員の皆様と調査した結果、申

請書の通り問題ありませんでした。すべてサトウキビが植え付けられている状態で

ございます。よろしくお願いします。 

 

11番  42号につきましては、10番委員ただいまの説明とおりであります。皆様方のご審

議よろしくお願いします。 

 

議長  はい、ありがとうございます。調査員はこれ、 

 

10番  みんな一緒に行った 

 

議長  一緒、一緒でしょ。それでは、質疑に入りますが何かご意見はありませんか 

 

【質疑・意見なし】 

 

議長  はい、それでは採決をしたいと思います。賛成の方お願いいたします。 

 

【全員挙手】 

 

議長  全員賛成ということで、42号については原案の通り決定しました。続きまして 43

号についてですね担当委員からの調査結果等についてお願いいたします。 



 

2番  43と 44一緒にいいですか 

 

議長  43・44ですね関連しますのでお願いします。 

 

2番  農地法第 3条許可申請 43・44号について説明いたします。先日 14番委員と調査し

た結果、説明資料のとおりで 43号については、現状ですがビニールハウスが数棟あ

って草も生い茂って荒れている状況。44 号につきましては、1 月に申請があった畑

と同じ方のなんですけど 1月に確認済みので農地畑なんですが、今回、1月の取り下

げて新たに、地番が間違えてたみたいで、地番と面積の違いということで新たにと

いうことです。以上になります。皆様のご審議お願いします。 

 

14番 農地法第 3条許可申請第 43・44号について、ただいま 2番委員説明のとおりでござ

います。皆様のご審議お願いいたします。 

    

議長 はい、ありがとうございます。43・44号について何かご意見ありませんか。 

 

【質疑・意見なし】 

 

議長 それでは、４３・44 号についてです採決をしたいと思います。賛成の方はお願いい

たします。 

 

【全員挙手】 

 

議長  全員賛成ということで 43・44号は原案とおり決定しました。以上で農地法第 3条

許可申請について終わります。 

   続きまして、農業経営基盤強化促進事業についてを議題に供したいと思います。 

    事務局より、朗読及び説明をお願いします。 

 

事務局 今月の農業経営基盤強化促進事業については 1議案 7件です。受付番号 13号から

19号については、お手元の資料のとおりで使用貸借になります。以上で受付番号 13・

19号までの朗読及び説明を終わります。 

 

議長  はい、農業経営基盤強化促進事業について受付番号 19号について担当委員の方か

ら調査結果等について説明をお願いします。 

 



3 番  農業経営基盤強化促進事業 19 号について説明いたします。先日 4 番委員と調査し

た結果申請書のろおりで何ら問題ないと思われます。親子間の契約となります。皆

様方のご審議お願いします。 

 

4番  19号につきましては、只今、3番委員のご説明のとおりでございます。皆様方のご

審議お願いします。 

 

議長  はい、ありがとうございます。19 号について質疑に入りたいと思います。何かご

意見ありませんか 

 

3番  サトウキビを植えるということです。 

 

議長  何かご意見ございませんか 

【異議なし】 

 

議長 それでは採決したいと思います。19号について賛成の方お願いします。 

 

【全員挙手】 

 

議長  ありがとうございます。19号について原案のとおり決定しました。続きまして 15

号についてですね 15・16・17ですね関連しますので、担当委員のかたからお願いし

たいと思います。 

 

6 番  農業経営基盤促進事業について第 15・16・17 号について説明いたします。先日 5

番委員と調査した結果、何の問題なく申請書とおりでございます。皆様のご審議お

願いします。15号は畑総でキビを植えてる状態です。16号は畑総でジャガイモを植

えてる状態です。17号は 421・422・423・424は畑が 1枚になってローズを植えてる

る状態です。191番地は畑総になってます。 

 

5 番  農業経営基盤強化促進事業 15・16・17 はただいま 6 番委員の説明のとおりでござ

います。皆様のご審議お願いします。 

 

議長  はい、ありがとうございます。15・16・17 号の質疑に入りたいと思いますが何か

ご意見ありませんか 

【意見なし】 

 



議長  それではですね採決をしたいと思います。15・16・17賛成のかたお願いします。 

 

【全員挙手】 

 

議長  はい、全員賛成ということですね 15・16・17については原案のとおり決定をいた

しました。続きまして、18 号について私の方から、先日ですね 7 番委員と調査いた

しました。なんら問題は無いと思います。畑の状態は牧草ローズが植えられてる状

態です。 

 

7番  ただいまの 1番委員のご説明のとおりでございます。皆様のご審議お願いします。 

 

議長  18号について質疑に入りますがご質問ありませんか 

 

【異議なし】 

 

議長  18号について賛成の方お願いします。 

 

【全員挙手】 

 

議長  はい、全員賛成ということですね。18 号については原案のとおり決定いたしまし

た。続きまして、14号について担当委員からお願いします。 

 

8 番  14 号について説明いたします。先日 9 番委員と調査した結果、何の問題も無く申

請書とおりであります。皆様のご審議お願いします。なお、現状はサトウキビの植

え付けであります。 

 

議長   はい、それでは、14 号について質疑に入りたいと思いますが、何かご意見あり

ませんか。 

 

【異議なし】 

 

議長   それでは、採決をしたいと思います。14号について賛成の方お願いします。 

 

【全員挙手】 

 

議長   はい、全員賛成ということで原案のとおり決定をいたしました。続きまして 13



号につきまして担当委員の方からお願いしたいと思います。 

 

13 番  膿瘍経営基盤強化促進事業第 13 号について説明いたします。先日、12 番委員と

調査した結果、なんら問題ないと思われます。現在キビを作られています。 

 

12 番  13 号につきましては、ただいま 13 番委員のご説明のとおりでございます。皆様

のご審議よろしくお願いします。 

 

議長   はい、それでは、13 号について質疑に入りたいと思いますが、何かご意見あり

ませんか。 

 

【異議なし】 

 

議長   それでは、採決をしたいと思います。13号について賛成の方お願いします。 

 

【全員挙手】 

 

議長   はい、全員賛成ということで原案のとおり決定をいたしました。 

以上で終わりたいと思いますが,その他で何かないですか 

 

事務局 農業委員の任期が 7月 19日までで、今年の 1・2月で募集して 16名の応募があり

まして、5月 18日に選考会をひらきまして、そこで 14名選考して、この前の 6月議

会で提出しまして、14 名の方引き続き 7 月 21 日以降お願いすることになりました。

来月は通常の総会を開いて、7 月 20 日に臨時総会を開いて、そこで辞令交付したい

と思いますのでよろしくお願いします。またその時に積み立てを解約して返したい

と思いますのでお願いします。 

 

議長  それじゃ終わりたいと思います。 

 

 


