
令和2年 西川町農業委員会第2回総会 議事録 

 

１ 開催日時   令和2年2月21日（金）10：50～11：20 

 

２ 開催場所   西川町役場 議場 

 

３ 出席委員及び欠席委員 

出欠 議席 氏   名 出欠 議席 氏   名 

○ １番 佐藤 辰彦 ○ ６番 小西 仁 

○ ２番 佐藤 淳一 × ７番 佐藤 達郎 

○ ３番 佐藤 重美 ○ ８番 阿部 栄蔵 

○ ４番 工藤 賢裕 ○ ９番 工藤 正章 

○ ５番 佐藤 澄子 ○ 10番 高橋 春二 

 

４ 会議事件説明のために出席した者の職氏名は次のとおりである。 

 

   事務局長 工藤信彦、補佐 松田喜弘、主事 木村友紀 

 

５ 総会に付議した案件名は次のとおりである。 

 

  議案第3号 農地法第18条第6項の規定による通知書の確認について 

  議案第4号 農地法第3条の規定による許可申請書の処分について 

  議案第5号 西川町農用地利用集積計画書の審議について 

  議案第6号 農地中間管理事業に係る農用地利用配分計画に関する意見書の提出に 

        ついて 

 

６ 会議のてん末は次のとおりである。 

     （午前10時50分 開会） 

議 長   皆さん、ご苦労様です。 

      佐藤達郎委員より欠席の届が出ております。 

      ただ今の出席委員は、9名です。 

      定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。 

 

      これより「令和2年西川町農業委員会第2回総会」を開会いたします。 

      本日の会議は、既に配布しております総会議案書の議事日程により進めて

まいります。 

 

      日程第1 会議録署名委員の指名を行います。 

      2番 佐藤委員、3番 佐藤委員 を指名します。 

 

議 長   日程第２ 諸般の報告を行います。 



去る1月24日、西川町農業委員会懇話会を吉川第４会館にて開催しており

ます。2月21日、西川町農業再生協議会総会が当役場で行われ出席しており

ます。 

      以上、諸般の報告を終わります。 

 

議 長   日程第3 議案第3号「農地法第18条第6項の規定による通知書の確認に

ついて」を議題といたします。 

      事務局に議案の朗読および説明を求めます。 

 

事務局   （議案を朗読） 

1件の申請がなされております。 

申請番号 2になりますが、貸人で住所が西川町大字海味 548番地の奥山久

七さんと借人で住所が西川町大字海味 530番地 1の奥山博さんとの間で貸借

されておりました農地を合意解約する内容であります。対象農地は大字海味

字アソウ667-3の地目が畑。面積893㎡であります。 

 

議 長   ただいま事務局の説明がありましたが、これらについて質疑ありませんか。 

      （なしの声があり） 

      「なし」の声がありますので、質疑を終結し、採決します。 

      議案第3号を、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手を求めます。 

      全員賛成であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 

議 長   日程第4 議案第4号「農地法第3条の規定による許可申請書の処分につい

て」を議題といたします。 

議 長   事務局に議案の朗読および説明を求めます。 

 

事務局   （議案を朗読） 

貸借権設定1件の申請がなされております。 

申請番号 4になりますが、住所が西川町大字吉川 970番地の伊藤明彦さん

が所有します大字吉川字下2084-1の地目が田。面積2,442㎡のうち1,342㎡

を住所が西川町大字吉川 957番地内 1号の伊藤良一さんが貸借するものであ

ります。事由は双方の合意。貸借期間は 4月 1日から 5年間。貸借料は 10a

あたり10,000円で申請がなされております。場所につきましては第3条図面

資料 1頁の住宅地図をご覧下さい。吉祥院の南側の黄色で示しております田

になります。2頁が地籍図であります。 

 

議 長   ただいま事務局の説明がありましたが、これらについて質疑ありませんか。 

      （なしの声があり） 

      「なし」の声がありますので、質疑を終結し、採決します。 

      議案第4号を原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手を求めます。 

      全員賛成であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 



議 長   日程第5 議案第5号「西川町農用地利用集積計画書の審議について」を議

題といたします。 

事務局に議案の朗読および説明を求めます。 

 

事務局   （議案を朗読） 

貸借権設定 28件の申請がなされております。 

さがえ西村山農業協同組合が借入れをおこない転貸するものであります。 

申請番号1から18までは大井沢農作業受託組合           が

貸借するものであります。事由は双方の合意。貸借期間は3月1日から5年

間であります。 

申請番号1になりますが、住所が西川町大字大井沢3425番地27の松田欣

也さんが所有します大字大井沢字たかの3132-1外8筆の田。合計面積7,078

㎡を貸借するものであります。貸借料は 10aあたり 3,000円であります。再

設定であります。場所につきましては集積計画図面資料 1頁の住宅地図をご

覧下さい。根子沢ダムの北側と見附沢の南側の黄色で示しております田にな

ります。2頁と3頁が地籍図であります。 

申請番号 2になりますが、住所が千葉県千葉市中央区南生実町 986番地の

松田賢一さんが所有します大字大井沢字根子3056-1の地目が田。面積1,011

㎡を貸借するものであります。貸借料は 10aあたり 3,000円であります。再

設定であります。場所につきましては集積計画図面資料 1頁の住宅地図をご

覧下さい。見附沢の南側の水色で示しております田になります。3頁が地籍図

であります。 

申請番号3になりますが、住所が大江町大字原田8番地3の芳田輝明さん

が所有します大字大井沢字河原田3790外2筆の田。合計面積6,055㎡を使用

貸借するものであります。再設定であります。場所につきましては集積計画

図面資料 1頁の住宅地図をご覧下さい。見附沢の周辺の黄緑色で示しており

ます田になります。4頁と5頁が地籍図であります。 

申請番号4になりますが、住所が千葉県市原市潤井戸1371番地5の松田ト

ヨネさんが所有します大字大井沢字清水原3890の地目が田。面積1,171㎡を

使用貸借するものであります。再設定であります。場所につきましては集積

計画図面資料 1頁の住宅地図をご覧下さい。月山天然石の西側の赤色で示し

ております田になります。6頁が地籍図であります。 

申請番号 5になりますが、住所が西川町大字海味 548番地の竹田順一さん

が所有します大字大井沢字清水原3895-1外1筆の田。合計面積2,735㎡を使

用貸借するものであります。再設定であります。場所につきましては集積計

画図面資料 1頁の住宅地図をご覧下さい。月山天然石の東側の青色で示して

おります田になります。7頁が地籍図であります。 

申請番号6になりますが、住所が寒河江市大字寒河江字落衣前8番地7の

渋谷力さんが所有します大字大井沢字清水原3899-2の地目が田。面積817㎡

を使用貸借するものであります。再設定であります。場所につきましては集

積計画図面資料 1頁の住宅地図をご覧下さい。ミストガーデンの北側の緑色

で示しております田になります。7頁が地籍図であります。 



申請番号7になりますが、住所が山形市大字神尾485番地9の渋谷常義さ

んが所有します大字大井沢字清水原3904の地目が田。面積1,664㎡を使用貸

借するものであります。再設定であります。場所につきましては集積計画図

面資料 1頁の住宅地図をご覧下さい。ミストガーデンの北側のオレンジ色で

示しております田になります。7頁が地籍図であります。 

申請番号8になりますが、住所が西川町大字大井沢2886番地27の佐藤達

郎さんが所有します大字大井沢字杉菜3936の地目が田。面積847㎡を使用貸

借するものであります。新規の設定であります。場所につきましては集積計

画図面資料 8頁の住宅地図をご覧下さい。月山漬物の南側の黄色で示してお

ります田になります。9頁が地籍図であります。 

申請番号9になりますが、住所が西川町大字大井沢310番地4の佐藤なよ

しさんが所有します大字大井沢字沢口沢3951の地目が田。面積1,190㎡を使

用貸借するものであります。新規のであります。場所につきましては集積計

画図面資料 8頁の住宅地図をご覧下さい。月山漬物の西側の水色で示してお

ります田になります。10頁が地籍図であります。 

申請番号10になりますが、住所が鶴岡市東原町25番8号の佐藤敬司さん

が所有します大字大井沢字沢口沢3952の地目が田。面積789㎡を使用貸借す

るものであります。新規の設定であります。場所につきましては集積計画図

面資料 8頁の住宅地図をご覧下さい。月山漬物の西側の黄緑色で示しており

ます田になります。10頁が地籍図であります。 

申請番号11になりますが、住所が河北町大字田井123番地の佐藤文春さん

が所有します大字大井沢字下中上4005外1筆の田。合計面積1,790㎡を使用

貸借するものであります。再設定であります。場所につきましては集積計画

図面資料11頁の住宅地図をご覧下さい。佐藤征男さん宅の北側の黄色で示し

ております田になります。12頁が地籍図であります。 

申請番号12になりますが、住所が福島県郡山市麓山2丁目9番11号の千

田睦さんが所有します大字大井沢字下中上4010の地目が田。面積1,824㎡を

使用貸借するものであります。再設定であります。場所につきましては集積

計画図面資料11頁の住宅地図をご覧下さい。佐藤征男さん宅の北側の水色で

示しております田になります。12頁が地籍図であります。 

申請番号13になりますが、住所が寒河江市大字清助新田72番地の9の竹

田克彌さんが所有します大字大井沢字上谷地 4029-1他 1筆の田。合計面積

2,492㎡を使用貸借するものであります。再設定であります。場所につきまし

ては集積計画図面資料11頁の住宅地図をご覧下さい。佐藤征男さん宅の北側

の黄緑色で示しております田になります。13頁が地籍図であります。 

申請番号14になりますが、住所が寒河江市丸内3丁目2番24号の前田弘

美さんが所有します大字大井沢字石橋4062の地目が田。面積1,370㎡を使用

貸借するものであります。再設定であります。場所につきましては集積計画

図面資料11頁の住宅地図をご覧下さい。朝日山荘の西側の赤色で示しており

ます田になります。14頁が地籍図であります。 

申請番号15になりますが、住所が寒河江市大字寒河江字落衣前4番地3の

新宮トミエさんが所有します大字大井沢字石橋4071の地目が田。面積887㎡



を使用貸借するものであります。再設定であります。場所につきましては集

積計画図面資料11頁の住宅地図をご覧下さい。朝日山荘の北側の青色で示し

ております田になります。15頁が地籍図であります。 

申請番号16になりますが、住所が河北町西里1473番地2の志田源一郎さ

んが所有します大字大井沢字川原889外1筆の田。合計面積1,045㎡を使用

貸借するものであります。新規の設定であります。場所につきましては集積

計画図面資料16頁の住宅地図をご覧下さい。伝承館の北側の黄色で示してお

ります田になります。17頁が地籍図であります。 

申請番号 17になりますが、住所が西川町大字大井沢 1530番地の志田利幸

さんが所有します大字大井沢字道田1491の地目が田。面積809㎡を使用貸借

するものであります。新規の設定であります。場所につきましては集積計画

図面資料18頁の住宅地図をご覧下さい。大井沢温泉館の北側の黄色で示して

おります田になります。19頁が地籍図であります。 

申請番号 18になりますが、住所が西川町大字大井沢 1506番地の志田聖人

さんが所有します大字大井沢字上台4270の地目が田。面積2,086㎡を使用貸

借するものであります。新規の設定であります。場所につきましては集積計

画図面資料18頁の住宅地図をご覧下さい。大井沢温泉館の北側の水色で示し

ております田になります。20頁が地籍図であります。 

申請番号19から28につきましては、住所が西川町大字海味946番地9の

川井大輔さんが貸借するものであります。事由は双方の合意。貸借料は 10a

あたり3,700円の申請であります。貸借期間は3月1日から5年間でありま

す。 

申請番号19になりますが、住所が西川町大字月岡170番地の宮林喜一さん

が所有します大字月岡字山岸28-1の地目が田。面積815㎡を貸借するもので

あります。新規の設定であります。場所につきましては集積計画図面資料21

頁の住宅地図をご覧下さい。月岡集落排水施設の南側の黄色で示しておりま

す田になります。22頁が地籍図であります。 

申請番号20になりますが、住所が西川町大字月岡182番地の宮林茂春さん

が所有します大字月岡字山岸31-5外1筆の田。合計面積4,261㎡を貸借する

ものであります。新規の設定であります。場所につきましては集積計画図面

資料21頁の住宅地図をご覧下さい。月岡集落排水施設の南側と北側の水色で

示しております田になります。22頁と23頁が地籍図であります。 

申請番号21になりますが、住所が西川町大字月岡173番地の宮林正一さん

が所有します大字月岡字山岸32-1の地目が田。面積1,460㎡を貸借するもの

であります。新規の設定であります。場所につきましては集積計画図面資料

21頁の住宅地図をご覧下さい。月岡集落排水施設の南側の黄緑色で示してお

ります田になります。22頁が地籍図であります。 

申請番号22になりますが、住所が寒河江市新山町65番地2の荒木正彦さ

んが所有します大字月岡字川端55外1筆の田。合計面積5,045㎡を貸借する

ものであります。新規の設定であります。場所につきましては集積計画図面

資料21頁の住宅地図をご覧下さい。月岡集落排水施設の南側と北側の赤色で

示しております田になります。22頁と23頁が地籍図であります。 



申請番号23になりますが、住所が宮城県仙台市泉区南中山3丁目3番地9

の宮林晃利さんが所有します大字月岡字川端66-1の地目が田。面積2,169㎡

を貸借するものであります。新規の設定であります。場所につきましては集

積計画図面資料21頁の住宅地図をご覧下さい。月岡集落排水施設の北側の青

色で示しております田になります。23頁が地籍図であります。 

申請番号 24になりますが、住所が西川町大字本道寺 31番地の阿部渉士さ

んが所有します大字本道寺字シッコヤ 123の地目が田。面積 2,667㎡を貸借

するものであります。新規の設定であります。場所につきましては集積計画

図面資料24頁の住宅地図をご覧下さい。山内正義さん宅の西側の黄色で示し

ております田になります。25頁が地籍図であります。 

申請番号 25になりますが、住所が西川町大字本道寺 96番地の山内正名夫

さんが所有します大字本道寺字シッコヤ124外1筆の田。合計面積2,630㎡

を貸借するものであります。新規の設定であります。場所につきましては集

積計画図面資料24頁の住宅地図をご覧下さい。山内正義さん宅の南側の水色

で示しております田になります。25頁が地籍図であります。 

申請番号 26になりますが、住所が西川町大字本道寺 72番地の阿部啓司さ

んが所有します大字本道寺字シッコヤ128-2外1筆の田。合計面積4,247㎡

を貸借するものであります。新規の設定であります。場所につきましては集

積計画図面資料24頁の住宅地図をご覧下さい。山内正義さん宅の南側の黄緑

色で示しております田になります。25頁が地籍図であります。 

申請番号 27になりますが、住所が西川町大字本道寺 54番地の佐藤陽一さ

んが所有します大字本道寺字シッコヤ130外1筆の田。合計面積4,173㎡を

貸借するものであります。新規の設定であります。場所につきましては集積

計画図面資料24頁の住宅地図をご覧下さい。山内正義さん宅の南側の赤色で

示しております田になります。25頁が地籍図であります。 

申請番号28になりますが、住所が寒河江市大字日田字後田68番地2の山

内清生さんが所有します大字本道寺字シッコヤ 138の地目が田。面積 3,918

㎡を貸借するものであります。新規の設定であります。場所につきましては

集積計画図面資料24頁の住宅地図をご覧下さい。山内正義さん宅の南側の青

色で示しております田になります。25頁が地籍図であります。 

 

議 長   ただいま事務局の説明がありましたが、これらについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

「なし」の声がありますので、質疑を終結し、採決します。 

議案第5号を、原案のとおり決定することに、賛成の委員の挙手を求めま 

す。 

      全員賛成であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 

議 長   日程第6 議案第6号「農地中間管理事業に係る農用地利用配分計画に関す

る意見書の提出について」を議題といたします。 

事務局に議案の朗読および説明を求めます。 

 



事務局   （議案を朗読） 

内容の説明につきましては全員協議会にて産業振興課が行いましたので省

略いたします。総会議決の後、意見書を町長に提出するものであります。 

 

議 長   ただいま事務局の説明がありましたが、これらについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

「なし」の声がありますので、質疑を終結し、採決します。 

議案第6号を、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手を求めます。 

      全員賛成であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 

議 長   以上で、本日の総会に付議された案件の審議は全て終了しました。 

      会議を閉じ、令和2年西川町農業委員会第2回総会を閉会します。 

      ご苦労様でした。 

 

 

（午前11時20分 閉会） 

 


