
西粟倉村農業委員会議事録 

 

１．開催日時 令和 元年１２月２３日（月） 午後７：００ ～ 

 

２．開催場所 西粟倉村役場第一会議室 

 

３．出席委員 

 

     委 員   ○ 草刈弘幸 

           ○ 上山光重 

    ○ 神原秀吾 

○ 萩原眞壽雄 

○ 井上 誠 

○ 髙木宣美 

○ 小椋義宣 

○ 春名義昭 

      ○ 春名昌美 

      ○ 青木英隆 

      ○ 新田 茂 

 ○ 野々上良弘 

 

４．議事日程 

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 

議案第２号 基盤強化法第１９条について 

報告事項第１号 認定電気通信事業者が行う中継施設の設置について 

 

５．農業委員会事務局職員 

 

事務局長   上山 隆浩 

事務員    豊福 靖宏 

藤川 達也 

 

 

事務局長 

それでは、１２月の農業委員会を始めさせて頂きたいと思います。会長よろしくお願い

します。 

 

会長 

お疲れ様です。今年も残り少なくなってきて、今年皆様の活動もご苦労さまでした。年

末を迎えてあわただしい時期になっておりますが、みなさまケガのないようによろしくお

願いいたします。そして、元気に新しい年も迎えて活動をしていただきたいと思います。

本日の議案について進めてまいりたいと思います。 

 

会長 

議題にそって審議していきたいと思いますのでよろしくお願いします。 



それでは、事務局から議題に入らせて頂きます。よろしくお願いします。 

 

事務局 

失礼します。資料２ページ目をお願いします。 

 

議案第１号  

農地法第３条の規定による所有権移転の許可申請承認についてです。 

 

譲渡人 西粟倉村大字大茅４１９番地     金田 とみえ 氏 

 

譲受人 西粟倉村大字大茅３８０番地３    金田 豊治  氏 

 

土地の所在地は、 

 大字大茅４１９番地５ 登記地目 田  面積   ３９５㎡ 

 

３ページから５ページが申請書になります。購入対価は無償です。 

３ページの「５番」譲受人の耕作状況となります。 

１０アール以上の農地を所有しているため、農地を持つ権利を有しています。 

農地までの距離は２００ｍで、所用時間は２分です。 

農作業に従事する者は２人です。 

６ページは譲渡人の住所を証する書類の写しです。 

５ページが申請地の位置図です。 

６ページが地籍図です。 

７ページが登記記録となります。 

８ページから、故金田とみえ氏から、金田豊治氏に対する贈与契約証書および 

添付書類となります。 

除籍書類です。 

 

本件について、譲渡人である金田とみえ氏は、平成２４年４月２日に亡くなっています。

通常であれば、相続権を持つ方からの相続届となりますが、譲渡人には農地の所有権を相

続する配偶者、子ども、両親がいないため、贈与者の死亡に伴い契約の効力を生じる「死

因贈与」の証書を以て、親類の金田豊治氏へ農地を贈与する契約を行っています。 

 

金田豊治氏とは相続関係にないため、譲渡人のない農地法第３条による権利移転の形式の

手続きを取っています。 

 

以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。 

 

委員 

さっき説明があったように亡くなれています。平成２３年に動かしたことがあるのです

が、今現在はビニールシートでかくしてあって、保全管理になっています。場所は大茅公

民館の、ポンプ庫の裏手になります。豊治くんが全部なんにも相続されていますので、問

題ないと思います。 

 

委員 

家は 3,4 年前かな？？ 



 

委員 

それぐらいになります。 

 

会長 

別に問題ないですかね。 

 

事務局 

議案第２号 （１２ページから） 

基盤強化法第１９条（農業経営基盤強化促進法）に係る利用権の設定についてです。 

今回、１０件の申請がありました。借受人（６名）ごとご説明をさせて頂きます。 

１２ページからご覧下さい。 

 

（再設定） 

利用権の設定をうける者 西粟倉村影石７６８番地     延東義太  氏 

利用権の設定をする者  西粟倉村影石７６２番地５    延東治子  氏  

 

利用権の設定をする土地の所在 

大字影石  ６８１番地１  現況地目 田 面積    ４８６㎡ 

      ７６２番地１  現況地目 田 面積  １，１４８㎡ 

      ７６２番地１０ 現況地目 田 面積    ７３４㎡ 

 

作付けの内容は水稲および保全管理です。 

契約期間は、令和１年１２月２３日～令和６年１０月３１日までの４年１０ヶ月間です。 

借賃は１０a あたり６０ｋｇの物納で、賃貸借権の設定になります。なお、６８１－１につ

いては保全管理で無償のため、使用貸借権の設定です。 

１７ページが利用権の申請書です。 

利用権設定をうける者の農業経営状況については中ほど３番に記載しております。 

１８，１９ページに申請地の地籍図を添付しておりますので、ご参照ください。 

 

委員 

はい。再設定で今までもちゃんと管理されていますので、大丈夫だと思います。 

 

会長 

問題ないですね。 

 

事務局 

引き続き、基盤強化法第１９条（農業経営基盤強化促進法）に係る利用権の設定につい

てです。１２ページをご覧下さい。（下段） 

 

（再設定） 

利用権の設定をうける者 西粟倉村長尾２１７８番地    小椋義宣  氏 

利用権の設定をする者  西粟倉村長尾２４１７番地    青木菅夫  氏  

 

利用権の設定をする土地の所在 

大字長尾  ２４２８番地１  現況地目 田 面積    ２０２㎡ 



２４３３番地１  現況地目 田 面積    ７０６㎡ 

２４３４番地１  現況地目 田 面積    ８６５㎡ 

２４８０番地１  現況地目 田 面積    １８６㎡ 

 

作付けの内容は保全管理です。 

契約期間は、令和元年１２月２３日～令和６年１２月３１日までの約５年間です。 

借賃は無償で、使用貸借権の設定になります。 

２０ページが利用権の申請書です。 

利用権設定をうける者の農業経営状況については中ほど３番に記載しております。 

２１ページに申請地の地籍図を添付しておりますので、ご参照ください。 

以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

引き続き、基盤強化法第１９条（農業経営基盤強化促進法）に係る利用権の設定につい

てです。１３ページをご覧下さい。（下段） 

 

（再設定） 

利用権の設定をうける者 西粟倉村長尾２１７８番地    小椋義宣  氏 

利用権の設定をする者  西粟倉村長尾２１７９番地２   平田富美子 氏  

 

利用権の設定をする土地の所在 

大字長尾  ２２３２番地３  現況地目 田 面積    ４３１㎡ 

２２７２番地１  現況地目 田 面積    ６８４㎡ 

 

作付けの内容は保全管理です。 

契約期間は、令和元年１２月２３日～令和６年１２月３１日までの約５年間です。 

借賃は無償で、使用貸借権の設定になります。 

２２ページが利用権の申請書です。 

利用権設定をうける者の農業経営状況については中ほど３番に記載しております。 

２３ページに申請地の地籍図を添付しておりますので、ご参照ください。 

以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

委員 

まず。青木菅夫さんです。青木菅男さん宅過ぎで右カーブなのですが防火水路がありま

す、それを 3 つまわって防火水槽の周りに２か所あります。それを抜けていったら小松組

さんに抜けていきます。それと平田とみこさんは引谷の共同墓地の下、３枚です。再設定

なのでよろしくお願いします。 

 

会長 

再設定なので問題ないですね。 

 

委員 

はい。 

 

会長 

それでは、次の議題へ。 

 



事務局 

引き続き、基盤強化法第１９条（農業経営基盤強化促進法）に係る利用権の設定につい

てです。１３ページをご覧下さい。（下段） 

 

（再設定） 

利用権の設定をうける者 西粟倉村影石 ２７６番地  萩原眞壽雄 氏 

利用権の設定をする者  岡山市北区玉柏（タマガシ）１７８９番地の１３ 

 萩原一之（カズユキ） 氏 

 

利用権の設定をする土地の所在 

大字影石  １０２番地２  現況地目 田 面積  １，２２５㎡ 

 １１１番地１  現況地目 田 面積  １，０１８㎡ 

１１３番地   現況地目 田 面積    １５１㎡ 

 

作付けの内容は水稲および野菜です。 

契約期間は、令和２年４月１日～令和１１年３月３１日までの約９年です。 

借賃は１０２－２、１１３番地が無償、使用貸借権で 

１１１番地の１は、１０a あたり１俵、物納による賃貸借権の設定になります。 

２４ページが利用権の申請書です。 

利用権設定をうける者の農業経営状況については中ほど３番に記載しております。 

２５ページに申請地の地籍図を添付しておりますので、ご参照ください。 

以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

引き続き、基盤強化法第１９条（農業経営基盤強化促進法）に係る利用権の設定について

です。１４ページをご覧下さい。 

 

（再設定） 

利用権の設定をうける者  西粟倉村影石 ２７６番地  萩原眞壽雄 氏 

利用権の設定をする者   西粟倉村知社 ２７４番地  清水貴志  氏 

 

利用権の設定をする土地の所在 

大字知社  ３０５番地１  現況地目 田 面積    ８９９㎡ 

 ３０６番地   現況地目 田 面積  １，０６３㎡ 

３２２番地１  現況地目 田 面積  １，０５４㎡ 

 

作付けの内容は水稲です。 

契約期間は、令和２年２月１日～令和７年３月３１日までの約５年２ヶ月です。 

借賃は無償で、使用貸借権の設定になります。 

２６ページが利用権の申請書です。 

利用権設定をうける者の農業経営状況については中ほど３番に記載しております。 

２７ページに申請地の地籍図を添付しておりますので、ご参照ください。 

以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

委員 

萩原一之さんのところですが、尾久土店の裏に２枚あります。一つは少し畑にされており

ますので３枚になります。再設定なのでよろしくお願いします。清水貴志さんの分ですか



知社の一番奥に清水いしおさんという方がおられるんですけど、その家の裏の方のたきだ

にって所に３枚です。これも再設定です。よろしくお願いします。 

 

委員 

これも再設定なので問題ないと思います。 

 

 

事務局 

引き続き、基盤強化法第１９条（農業経営基盤強化促進法）に係る利用権の設定につい

てです。１４ページをご覧下さい。（下段） 

 

（再設定） 

利用権の設定をうける者 西粟倉村長尾１８８４番地    青木英隆  氏 

利用権の設定をする者  西粟倉村長尾３８５番地１    野々上和文  氏  

 

利用権の設定をする土地の所在 

大字長尾  ３４１番地１  現況地目 田 面積    ８３４㎡ 

      ３８５番地５  現況地目 田 面積    ７８３㎡ 

 

作付けの内容は水稲です。 

契約期間は、令和２年２月２９日～令和７年２月２８日までの５年間です。 

借賃は無償で、使用貸借権の設定になります。 

２８ページが利用権の申請書です。 

利用権設定をうける者の農業経営状況については中ほど３番に記載しております。 

２９ページに申請地の地籍図を添付しておりますので、ご参照ください。 

 

委員 

今年の１０月までされていましたが、どうもいけんってことなので、誰かに頼んでくれ

ということで、青木さんにたのみました。新しい方になったのですがよろしくお願いしま

す。 

 

会長 

よろしいですね。次に。 

 

事務局 

引き続き、基盤強化法第１９条（農業経営基盤強化促進法）に係る利用権の設定につい

てです。１５ページをご覧下さい。 

 

（再設定） 

利用権の設定をうける者 西粟倉村影石１５５０番地    野田篤（アツミ） 氏 

利用権の設定をする者  兵庫県神戸市東灘区住吉本町 

１丁目９の１８         原田修子  氏  

 

利用権の設定をする土地の所在 

大字影石  １５５８番地１  現況地目 田 面積  １，９１９㎡ 

      １５５６番地   現況地目 田 面積  １，３９４㎡ 



 

作付けの内容は水稲です。 

契約期間は、令和２年３月１日～令和１０年３月１日までの８年間です。 

借賃は無償で、使用貸借権の設定になります。 

３０ページが利用権の申請書です。 

利用権設定をうける者の農業経営状況については中ほど３番に記載しております。 

３１ページに申請地の地籍図を添付しておりますので、ご参照ください。 

 

引き続き、基盤強化法第１９条（農業経営基盤強化促進法）に係る利用権の設定について

です。１５ページ下段をご覧下さい。 

 

（再設定） 

利用権の設定をうける者 西粟倉村影石１５５０番地    野田篤（アツミ） 氏 

利用権の設定をする者  西粟倉村影石１７００番地    矢代豊子  氏  

 

利用権の設定をする土地の所在 

大字影石  １７２７番地１  現況地目 田 面積  １，１５２㎡ 

 

作付けの内容は水稲です。 

契約期間は、令和２年３月１日～令和１０年３月１日までの８年間です。 

借賃は無償で、使用貸借権の設定になります。 

３２ページが利用権の申請書です。 

利用権設定をうける者の農業経営状況については中ほど３番に記載しております。 

３３ページに申請地の地籍図を添付しておりますので、ご参照ください。（矢代三郎） 

 

引き続き、基盤強化法第１９条（農業経営基盤強化促進法）に係る利用権の設定について

です。１６ページをご覧下さい。 

 

（再設定） 

利用権の設定をうける者 西粟倉村影石１５５０番地    野田篤（アツミ） 氏 

利用権の設定をする者  西粟倉村影石１７００番地    矢代里美  氏  

 

利用権の設定をする土地の所在 

大字影石  １９３１番地２  現況地目 田 面積    ９２９㎡ 

      １９３１番地３  現況地目 田 面積  １，１３０㎡ 

 

作付けの内容は水稲です。 

契約期間は、令和２年３月１日～令和１０年３月１日までの８年間です。 

借賃は無償で、使用貸借権の設定になります。 

３４ページが利用権の申請書です。 

利用権設定をうける者の農業経営状況については中ほど３番に記載しております。 

３５ページに申請地の地籍図を添付しておりますので、ご参照ください。（矢代忠三） 

 

引き続き、基盤強化法第１９条（農業経営基盤強化促進法）に係る利用権の設定について

です。１６ページ下段をご覧下さい。 

 



委員 

原田修子さんは矢代ひろやすさんの長女です。矢代豊子さんは三郎さんの奥さん、里美

さんは死んだ忠美の奥さん。再設定なんで問題ないと思います。よろしくお願いします。 

 

会長 

再設定なので、野田さんの方によろしくお願いします。 

 

委員 

修子さんなんか。こっちにいないから。ちよこさんはちょっとな。これは部落の問題で

もあるので。大丈夫だと思います。 

 

事務局 

（再設定） 

利用権の設定をうける者 西粟倉村長尾７９７番地    春名俊憲  氏 

利用権の設定をする者  西粟倉村長尾７０７番地    白岩 弘  氏  

 

利用権の設定をする土地の所在 

大字長尾  ７０３番地１  現況地目 田 面積    ７８７㎡ 

 

作付けの内容は水稲です。 

契約期間は、令和２年３月１日～令和７年２月２８日までの５年間です。 

借賃は無償で、使用貸借権の設定になります。 

３６ページが利用権の申請書です。 

利用権設定をうける者の農業経営状況については中ほど３番に記載しております。 

３７ページに申請地の地籍図を添付しておりますので、ご参照ください。 

 

委員 

場所は西粟倉駅の前の白岩弘さんのです。これも再設定なのでよろしくお願いします。 

 

会長 

お父さんじゃな。 

 

委員 

はい。 

 

会長 

よろしくお願いします。 

 

事務局 

報告事項第１号 

認定電気通信事業者が行う中継施設の設置による届出についてです。 

資料３８ページからご覧下さい 

土地の所在地は 大字大茅 ６５８番地 登記地目 畑 面積５２１㎡のうち１６㎡ 

                 

申請人 株式会社 NTT ドコモ中国支社 

 



３９ページは委員会への届出書のカガミとなります。 

４０ページから事業計画書になります。 

４１ページはNTTドコモから業務を受託するダイメイネットワーク株式会社への委任状と

なります。 

４２ページが電気通信事業法の認定書類となります。 

４３、４４ページが申請地の位置図です。 

４５ページ～４８ページが電波塔の図です。 

４９，５０ページは登記記録です。 

５１ページは設置箇所位置図 

５２ページは現況写真です 

５３ページから５７ページは所有者との土地賃貸借契約書の写しです。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

よろしくお願い致します。 

 

 

【報告事項】 

 

会長代理 

それではお疲れの中ご苦労様でした。今年も残すところ１０日をきりましたけれども、

今年１年間全国的に災害のあった年だったかと思います。これも温暖化の成果と思います。

西粟倉でも昨年は大きな災害があったのですけど、今年は何もなくよかったなと思います。

来年の令和２年は良い年でありましように。良い年をお迎えください。お疲れさまでした。 

 

 

   年   月   日 
 

議事録署名委員                
 
 

議事録署名委員                
 

 


