
令和2年 西川町農業委員会第3回総会 議事録 
 
１ 開催日時   令和2年3月25日（水）10：40～11：00 

 

２ 開催場所   西川町役場 本庁舎 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 総会に付議した事件名は次のとおりである。 

 

  議案第7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8号  西川町農用地利用集積計画書の審議について 

  議案第9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 

  議案第10号 令和2年度西川町標準農業労働賃金及び機械利用料金の設定について 

  議案第11号 西川町農地利用最適化推進委員の委嘱について 

 

６ 会議のてん末は次のとおりである。 

 

  （午前10時40分 開会） 

議 長  皆さん、ご苦労様です。 

     ただ今の出席委員は、10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。 

 

議 長  これより「令和2年西川町農業委員会第3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。 

 

議 長  日程第1 会議録署名委員の指名を行います。 

     4番 工藤委員、5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2月21日、第16回西村山地域営農フォーラムが農協本所で行われ出席し

ております。2月25日、西川町標準農作業料金検討協議会が当役場で行われ出席

しております。3月19日、人・農地プラン検討会が当役場で行われ出席しており

ます。同日、西川町産業振興協議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 7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。 

   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7件、所有権移転1件の申請がなされております。 

申請番号5になりますが、住所が西川町大字睦合甲3番地の西塔和範さんが

所有します大字睦合字堂ノ東甲491の地目が田。面積233㎡を住所が西川町大

字睦合甲144番1号地の佐藤和男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7,000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。熊野神社の東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。 

申請番号6になりますが、住所が西川町大字吉川952番地の2の伊藤浩次さ

んが所有します大字吉川字根際 2182の地目が田。面積 2,355㎡を住所が西川

町大字吉川 1557番地の柴田幸吉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3頁の住宅地図を

ご覧下さい。㈱福寿館の西側の黄色で示しております田になります。4頁が地

籍図であります。 

申請番号 7になりますが、住所が西川町大字大井沢 1510番地の田村幸雄さ

んが所有します大字大井沢字栗木原 4279の地目が田。面積 3,951㎡を住所が

西川町大字大井沢 1493番地の田村政一さんが使用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5頁の住宅地図をご覧下さい。田村政

一さん宅の東側の黄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8になりますが、住所が西川町大字海味533番地1の渋谷タケヨさ

んが所有します大字大井沢字上見附 3776の地目が田。面積 2,830㎡を住所が

西川町大字大井沢 150番地の齋藤源太郎さんが使用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7頁の住宅地図をご覧下さい。見附沢

の西側の黄色で示しております田になります。8頁が地籍図であります。 

申請番号9になりますが、住所が西川町大字沼山244番地の大泉壽文さんが

所有します大字沼山字上ノ野 1642-1外 7筆の田。合計面積 9,115㎡を住所が

西川町大字海味 60番 1号地の国井新一郎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あたり玄米

30㎏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9頁の住

宅地図をご覧下さい。久保入間集落の西側の黄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、住所が西川町大字間沢 317番地 1号の設楽勝さ

んが所有します大字間沢字東307-1の地目が田。面積2,169㎡を住所が西川町

大字間沢336番地1の荒木敏夫さんが使用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 11頁の住宅地図をご覧下さい。㈲オクヤマ電気

工事の西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 11になりますが、住所が山形市本町 2丁目 1番 9号の東北電力㈱

が所有します大字入間字入間原436-9の地目が畑。面積350㎡を住所が西川町



大字入間435番3地の白田登喜男さんが取得するものであります。事由は双方

の合意。売買額は 10aあたり 50,000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 13頁の住宅地図をご覧下さい。㈱佐藤製材所の西

側の黄色で示しております畑になります。14頁が地籍図であります。 

申請番号 12になりますが、住所が、寒河江市元町 4丁目 3番 2号の黒田ま

なみさんが所有します大字沼山字樺山1351-3外2筆の田。田の合計面積2,794

㎡と大字沼山字田代73-9の地目が畑。面積1,987㎡を住所が西川町大字原108

番地の工藤信彦さんが使用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15頁と16頁の住宅地図をご覧下さい。長沼の西側と東原口バス

停の北側の黄色で示しております農地になります。17頁と 18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7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 8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2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29になりますが、住所が西川町大字間沢98番地の佐藤祐一さんが

所有します大字間沢字西113-1外2筆の田。合計面積1,863㎡を住所が西川町

大字間沢109番地の早坂憲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 3月 30日から5年間。貸借料は 10aあたり 3,000円でありま

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1頁の住宅

地図をご覧下さい。遠藤建設㈱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。 

申請番号 30になりますが、住所が西川町大字沼山 388番地の荒木啓一さん

が所有します大字沼山字樺山736外3筆の田。合計面積6,419㎡を住所が西川

町大字沼山648番地の荒木賢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 3月 30日から5年間。貸借料は 10aあたり 2,500円であり

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3頁の住

宅地図をご覧下さい。長沼の西側の黄色で示しております田になります。4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8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 9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。決議の後、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9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10号「令和2年度西川町標準農業労働賃金及び機械利用料

金の設定について」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のとおりでありますので省略いたしま

す。決議の後、全戸配布するものであります。 

 

議 長  ただ今、事務局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10号、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7 議案第11号「西川町農地利用最適化推進委員の委嘱について」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） 

    候補者を読み上げます。 

担当地区、睦合・海味地区。住所、西川町大字海味469番地。氏名、山下一

男。生年月日、昭和26年4月22日。 

担当地区、吉川地区。住所、西川町大字吉川939番地。氏名、髙橋辰吉。生年

月日、昭和27年8月28日。 

担当地区、間沢・原・沼山地区。住所、西川町大字沼山401番地。氏名、工藤

俊之。生年月日、昭和36年6月29日。 

担当地区、綱取・水沢・岩根沢地区。住所、西川町大字岩根沢383番地。氏

名、片倉忠幸。生年月日、昭和31年6月18日。 

担当地区、入間・小山地区。住所、西川町大字入間96番地。氏名、大泉忠

昭。生年月日、昭和32年1月26日。 

担当地区、本道寺・大井沢地区。住所、西川町大字大井沢112番地。氏名、渋

谷孝太郎。生年月日、昭和24年11月29日。 

 



議 長  ただ今、事務局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、一人ずつ採決します。 

はじめに、山下一男氏について、賛成の委員の挙手を求めます。 

     全員賛成であります。 

次に、髙橋辰吉氏について、賛成の委員の挙手を求めます。 

     全員賛成であります。 

次に、工藤俊之氏について、賛成の委員の挙手を求めます。 

     全員賛成であります。 

次に、片倉忠幸氏について、賛成の委員の挙手を求めます。 

     全員賛成であります。 

次に、大泉忠昭氏について、賛成の委員の挙手を求めます。 

     全員賛成であります。 

次に、渋谷孝太郎氏について、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3回総会を閉会します。 

     ご苦労様でした。 

 

（午前11時00分 閉会） 

 


