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第５期 第３３回東温市農業委員会議事録 

 

１．開催日時 平成２９年４月６日（木） 午前９時３０分～ 

 

２．開催場所 東温市役所 ４階 ４０３会議室 

 

３．出席委員（２８人） 

 

４．欠席委員（２人） 

 

５．議事録署名人の指名について（２人） 

 

６. 議案日程 

    議案第１号 専決処理事案について               （１７件） 

    議案第２号 農地法第３条の許可申請について          （ ３件） 

    議案第３号 農地法第５条第１項の許可申請について       （ ２件） 

    議案第４号 農業振興地域整備計画の変更に係る意見について   （ １件） 

    議案第５号 農用地利用集積計画書について           （ １件） 

    その他 

      

７. 農業委員会事務局職員（３人） 
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８．会議の概要 

○事務局長 

皆さん、おはようございます。定刻前ですが皆さんお揃いですので、只今から第３３

回東温市農業委員会を開会いたします。本日の農業委員会の出席者は、農業委員総数３

０名中２８名です。過半数を超えておりますので、農業委員会等に関する法律第２７条

第３項の規定に基づき、総会が成立していることをご報告させて頂きます。それでは、

会長、ご挨拶をお願いします。 

 

○会長 

  皆さん、おはようございます。今年は例年になく桜が遅れているようですが、先程、

土手を走ってきますと、三分咲きというところですが、ぼちぼち開花し始めたようです。

４月を迎えまして、皆さんのお手元にも営農計画書等が届いていると思うんですが、い

よいよ今年度のスタートという時期に差し掛かってきました。先般、新聞を見てみます

と、農地法の改正について、優良農地、１種農地の規制の緩和、これがどこから出てき

たのかというと、経済産業省から１種農地をしっかりとした計画に基づいてですが、１

種農地の転用というと今まで絶対ダメと言われた部分ですので、国会に提出するという

ことになっているようです。現在の農業の立場というのが垣間見ることが出来るのかと

思います。 

  それでは、第３３回の委員会を開催しますが、本日は○○委員さん、○○委員さんが

欠席されていますので、ご報告いたします。 

  議案に入る前に、皆さんのお手元に承認第１号、専決処分第１号の承認についてとい

う書類があると思います。これについては４月の市職員の人事異動があった部分での承

認ですので、前もって承認頂いたらと思います。それでは、東温市農業委員会職員の任

免について、別紙のとおり専決処分したので、報告し承認を求める。平成２９年４月６

日提出です。提案理由は、東温市農業委員会事務局職員の任免について、緊急執行を要

したため専決処分するものである。専決第１号、東温市農業委員会職員の任免について。

東温市農業委員会職員の任免について、次のとおり専決処分する。平成２９年４月６日、

東温市農業委員会会長名です。事務局長の併任、東温市農業委員会事務局長、○○局長

が３月末までやって頂いていたんですが、新たに○○さんを事務局長に命ずる。○○さ

んは主任主事を命ずる。という内容になっております。これは、３人とも市の人事異動

の関係ですので、承認をお願いしたらと思います。皆さん、よろしいでしょうか。 

（   承認   ） 

 

○会長 

  職員の承認について同意を得たということになります。 

  それでは、第３３回委員会の議案審議に入っていったらと思います。本日の議事録署

名人の指名ですが、○○番の○○委員さん、○○番の○○委員さん、よろしくお願いし

ます。まず議案第１号、専決処理事案について１７件を議題といたします。事務局より

説明願います。 
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○事務局 

 議案第１号 専決処理事案について。 

（１）農地法第５条第１項第６号の規定による届出の受理。 

１番 渡人 ○○ ○○さん。受人 ○○ ○○さん。土地は、○○、田、３２５㎡。

都市計画は、市街化区域。転用目的は、個人住宅。志津川土地区画整理事業内農地で所

有権移転を実施します。 

 

２番 渡人 ○○ ○○さん。受人 ○○ ○○さん。土地は、○○、田、２８３㎡。

都市計画は、市街化区域。転用目的は、個人住宅。志津川土地区画整理事業内農地で所

有権移転を実施します。 

 

３番 渡人 ○○ ○○さん。受人 ○○ ○○さん。○○ ○○さん。土地は、○

○、田、４４８㎡。都市計画は、市街化区域。転用目的は、個人住宅。志津川土地区画

整理事業内農地で所有権移転を実施します。 

 

（２）農地法第１８条第６項の規定による合意解約通知の受理。 

  農業経営基盤強化促進法関係。 

４番 貸付人 ○○ ○○さん。借受人 ○○ ○○さん。土地は、○○、田、１，

４９１㎡。○○、田、１，２０１㎡。○○、田、５９７㎡。○○、田、９７９㎡。○○、

田、９０５㎡。○○、田、８８３㎡。計６筆。計６，０５６㎡。借受人の都合による解

約でございます。 

 

５番 貸付人 ○○ ○○さん。借受人 ○○ ○○ ○○さん。土地は、○○、田、

１，１５０㎡。貸付人の都合による解約でございます。 

 

６番 貸付人 ○○ ○○さん。借受人 ○○ ○○さん。土地は、○○、田、４４

１㎡。○○、田、１，０９９㎡。○○、田、１，２１０㎡。○○、田、８０９㎡。計４

筆。計３，５５９㎡。借受人の都合による解約でございます。 

 

７番 貸付人 ○○ ○○さん。借受人 ○○ ○○さん。土地は、○○、田、１，

１６７㎡。貸付人の都合による解約でございます。 

 

８番 貸付人 ○○ ○○ さん。借受人 ○○ ○○さん。土地は、○○、田、２，

１６７㎡。貸付人の都合による解約でございます。 

 

９番 貸付人 ○○ ○○さん。借受人 ○○ ○○さん。土地は、○○、田、９５

６㎡。○○、田、８２９㎡。○○、田、９１１㎡。○○、田、９９０㎡。○○、田、８

４６㎡。計５筆。計４，５３２㎡。借受人の都合による解約でございます。 

 

農地法関係 
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１０番 貸付人 ○○ ○○さん。借受人 ○○ ○○ ○○さん。土地は、○○、

田、３３３㎡。○○、田、４４５㎡。計２筆。計７７８㎡。貸付人の都合による解約で

ございます。 

 

１１番 貸付人 ○○ ○○さん。借受人 ○○ ○○さん。土地は、○○、田、２

３４㎡。借受人の都合による解約でございます。 

 

（３）農地使用貸借権解約届の受理。 

  農業経営基盤強化促進法関係。 

１２番 貸付人 ○○ ○○ ○○さん。借受人 ○○ ○○ ○○さん。土地は、

○○、田、８３０㎡。○○、田、１８１㎡。計２筆。計１，０１１㎡。貸付人の都合に

よる解約でございます。 

 

１３番 貸付人 ○○ ○○さん。借受人 ○○ ○○ ○○さん。土地は、○○、

田、１，１７１㎡。○○、田、９０２㎡。○○、田、３８５㎡。○○、田、２２３㎡。

○○、田、２３９㎡。○○、田、４７９㎡。○○、田、４３３㎡。○○、田、４４１㎡。

○○、田、４０７㎡。計９筆。計４，６８０㎡。貸付人の都合による解約でございます。 

 

１４番 貸付人 ○○ ○○さん。借受人 ○○ ○○さん。土地は、○○、田、２，

１３６㎡。○○、田、３６１㎡。計２筆。計２，４９７㎡。貸付人の都合による解約で

ございます。 

 

１５番 貸付人 ○○ ○○さん。借受人 ○○ ○○さん。土地は、○○、田、１，

４２０㎡。借受人の都合による解約でございます。 

 

１６番 貸付人 ○○ ○○さん。借受人 ○○ ○○さん。土地は、○○、田、１，

１０１㎡。借受人の都合による解約でございます。 

 

（４）農地法第３条許可取消願の受理。 

１７番 譲渡人 ○○ ○○さん。譲受人 ○○ ○○さん。土地は、○○、田、８

３０㎡。○○、田、１８１㎡。計２筆。計１，０１１㎡。平成２８年６月９日、第２３

回農業委員会で許可の取消願の受理でございます。以上です。 

 

○会長 

 只今、専決処理事案、１７件について事務局から説明がありましたが、何かご意見ご

ざいますでしょうか。 

 

○委員 ○○委員 

  １７番の許可の取消願の受理、これはどのようなことでしたか。 
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○事務局 

  取消の申出がありまして。 

 

○委員 ○○委員 

  そうでなくて、案件。 

 

○委員 ○○委員 

  これは贈与のお話がありまして、譲渡すると両者が判をついていたのですが、身内の

方から異論が出まして、話し合いを行い、元に戻しましょうという事で、両者が判を押

したという事でございます。両方納得の上、贈与の取消になったしだいでございます。 

 

○委員 ○○委員 

  ○○さんが引き続いて耕作するですか。 

 

○委員 ○○委員 

  ○○さんが耕作するのは無理なので、先日、本人とお会いしまして、誰か耕作者を探

してもらえないかという事で、今、探している最中でございますので、ご理解をお願い

したいと思います。 

 

○会長 

  ○○委員さん、よろしいでしょうか。 

 

○委員 ○○委員 

  はい。 

 

○会長 

  他にございませんか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

 

○会長 

  無いようでしたら、ご承認頂けますでしょうか。 

（   承認   ） 

 

○会長 

  議案第１号専決処理事案については、承認します。続きまして、議案第２号 農地法

第３条の許可申請について議題とします。事務局より説明願います。 

 

〇事務局 

  議案第２号 農地法第３条の許可申請について。 

番号１８番 譲渡人 ○○ ○○さん。譲受人 ○○ ○○さん。土地は、○○、畑、
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２０６㎡。○○、畑、１７５㎡。○○、畑、６１６㎡。○○、畑、１９４㎡。計４筆。

計１，１９１㎡。権利内容は、所有権移転・売買。作付状況は、米、野菜。主な農機具

の保有状況は、耕うん機、田植機、コンバイン、テーラー。労働力は、常時２人。耕作

面積は、１５，０４１㎡。周辺農業経営への影響は、特に支障なし。農地法第３条第２

項各号の不許可要件ですが、①効率的に営農すると認められない場合、②農地所有適格

法人以外の法人が取得しようとする場合、③信託の引き受けにより取得しようとする場

合、④常時従事すると認められない場合、⑤耕作面積が取得面積を含めて５０アールに

満たない場合、⑥また貸しするおそれがある場合、⑦耕作放棄等で周辺の営農に支障を

生ずるおそれがあると認められる場合、いずれにも該当しないため、許可要件のすべて

を満たしていると考えております。以上です。 

 

○会長 

  この件について、地元は○○委員さん。 

 

〇委員 ○○委員 

  只今、事務局から説明を頂いたとおりでございます。許可要件にも合致しているとい

う事ですし、現地も４筆確認をいたしました。特に問題無いかと思いますが、よろしく

ご審議の程、お願いします。 

 

○会長 

  只今、地元の○○委員さんから説明を受けましたが、何かご意見ご質問はございます

でしょうか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

 

○会長 

  特に無いようでしたら、採決してよろしいでしょうか。この件について、承認される

方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

 

○会長 

  全員挙手ということで、１８番の件について承認いたします。続いて、１９番の件に

ついて、事務局より説明願います。 

 

○事務局 

  番号１９番 譲渡人 ○○ ○○さん。譲受人 ○○ ○○さん。土地は、○○、田、

５５８㎡。○○、畑、１１１㎡。計２筆。計６６９㎡。権利内容は、所有権移転・売買。

作付状況は、米、野菜。主な農機具の保有状況は、自動耕うん機、田植機、コンバイン、

乾燥機、草刈機。労働力は、常時１人。耕作面積は、５，９６９㎡。周辺農業経営への

影響は、特に支障なし。農地法第３号第２項各号には該当しないため、許可要件のすべ

てを満たしていると考えております。以上です。 
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○会長 

  この件について、地元は○○委員さん。 

 

○委員 ○○委員 

  それでは説明させていただきます。○○さんが高齢という事と、跡取りがいないとい

う事がありまして、色々と探していたんですけれども、東温市に田を持っている○○さ

んの購入が一致しましたので、売買が成立することとなりました。労働力は常時１人と

なっているんですけれども、東温市内に兄夫婦が居られますので、兄夫婦と３人でやっ

ていくということですので、特に問題はないかと思います。現場の方も行きまして、田

という地目になっているんですが、現在はほとんど畑として野菜を植えられています。

畑となっているところは、シキミが植えられているところなので、特に問題はないです。

ご審議の程よろしくお願いします 

 

○会長 

  只今、地元の○○委員さんから、説明を受けましたが、何かご意見はございますでし

ょうか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

 

○会長 

  特に無いようでしたら、採決してよろしいでしょうか。承認される方の挙手を求めま

す。 

（   全員挙手   ） 

 

○会長 

  全員挙手ということで、承認いたします。続いて、２０番の件について、事務局より

説明願います。 

 

○事務局 

  番号２０番 譲渡人 ○○ ○○さん。譲受人 ○○ ○○ ○○さん。土地は、○

○、田、１，５２３㎡。○○、田、２，２２８㎡。○○、田、１，７４６㎡。計３筆。

計５，４９７㎡。権利内容は、賃借権設定・５年。作付状況は、米。主な農機具の保有

状況は、乾燥機、籾摺り機、光選別機、精米機、米用保冷庫。労働力は、常時１０人。

耕作面積は、５，４９７㎡。周辺農業経営への影響は、特に支障なし。 

  なお、○○の○○さんにつきましては、東温市では新規就農という事ですので、３月

２１日１４時から○○委員さんにもご同席頂きまして、面接を実施しております。その

内容につきましては、お手元に別添資料をお配りしておりますので、農地法第３条第１

項許可申請に係る要件確認書のご用意をお願いします。面接に際しまして、農地法第３

条第２項該当の有無を確認しております。第１号、不耕作目的、効率的に利用しない場

合の権利取得の禁止ですが、確認結果として、以前から任意組織で活動していたが、平
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成２９年３月に法人設立いたしました。第２号、農地所有適格法人以外の法人による権

利取得の禁止ですが、農地法第３条第３項に該当するため適用除外となります。こちら

は後ほど説明いたします。第３号、信託の引受けの禁止ですが、こちらは該当いたしま

せん。第４号、農作業に常時従事しない場合の権利取得の禁止ですが、農地法第３条第

３項に該当するため適用除外となります。こちらも後ほど説明いたします。第５号、下

限面積制限ですが、５，４９７㎡で要件を満たしております。次のページをお願いいた

します。第６号、所有権以外の権原に基づいて耕作又は養畜の事業を行う土地の転貸又

は質入れの禁止ですが、該当いたしません。第７号、農地の集団化、農作業の効率化そ

の他周辺の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保

に支障を生ずるおそれがある場合の権利取得の禁止ですが、県、市、農協の指導を仰ぎ、

先進地の視察を行うなど周辺農家との調和及び連帯、地域活動への参加等十分理解され

ております。 

なお、○○さんは、農地所有適格法人以外の法人になりますので、農地の所有は出来

ませんが、農地法第３条第３項の解除条件付き貸借の要件を満たした場合に貸借が出来

ます。それについては、下の農地法第３条第３項該当についてですが、第１号、これら

の権利を取得しようとする者がその取得後において、その農地又は採草放牧地を適正に

利用していないと認められる場合に使用貸借又は賃貸借の解除をする旨の条件が書面に

よる契約において付されていることですが、解除条件が契約書に付されています。第２

号、これらの権利を取得しようとする者が地域の農業における他の農業者と適切な役割

分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれることですが、集落活動参加

確認書を提出しています。第３号、これらの権利を取得しようとする者が法人である場

合にあっては、その法人の業務を執行する役員のうち１人以上の者がその法人の行う耕

作又は養畜の事業に常時従事すると認められることですが、代表理事の○○さんが地域

との調整役など責任をもって対応するとのことです。これらに該当することから、農地

所有適格法人以外の法人ですが解除条件付き貸借が出来ることとなります。以上です。 

 

○会長 

  只今、事務局より説明がございました。地元は、○○委員さん。 

 

○委員 ○○委員 

  大部分、事務局から説明がありましたように、○○という前が○○で立ち上げていた

のを法人化しないと、なかなか運営が難しいという事で法人化に踏み切ったようです。

常時１０人という人数は、この○○に加入している人だそうです。法人化するという事

ですので、５反以上ないと法人化出来ないということでございます。どうかご審議よろ

しくお願いします。 

 

○会長 

  只今、地元の○○委員さんから説明を受けましたが、皆さんから何かご意見ご質問は

ございませんでしょうか。 
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○委員 ○○委員 

  それぞれ１０人の所有している耕作地はあるんですか。法人格を得るために全体の共

有物として、５，４９６㎡を手に入れたという事なんですか。 

 

○委員 ○○委員 

  そうです。法人化するにあたって、法人に農地が無いと法人化出来ないということで

す。 

 

○委員 ○○委員 

  通常、法人化する場合は、自分の耕作地を全部拠出して、通常やるんですよね。自分

の持っているものは自分で持っていて、法人の分だけで５反という法人というのは変則

的でありますよね。 

 

○委員 ○○委員 

  最低限、そういう事にしたのではないでしょうか。個々にあるものは、今のところ、

１０人が持っている人が管理して、主に販売目的みたいなものです。 

 

○委員 ○○委員 

  形式がどうこう言うんではないんですけど、効率的な法人経営を行おうとすると、自

分の持ち田を出して、農機具も全部出して、そこで農機具で要らないものは淘汰して、

必要な最低限の農機具で効率的にやるというのが、法人のあり方なんですけれども。 

 

○委員 ○○委員 

  この法人化しているのは、販売の方だけみたいです。農作業的なことは、個々でみん

なが機械を持っているので、収穫は個人で行い、収穫出来たものを○○に持ってきて、

○○ということで、販売をしようと目的だそうです。農作業をする○○では無いです。 

 

○会長 

  米のブランド化の感じがしているんですが。 

 

○委員 ○○委員 

  私の地元でも法人を考えているので、この場合の○○さんは○○さんところの上あた

りだと思うんですが、５反４畝の田は○○さんの所有物でしょ。 

 

○委員 ○○委員 

  そうです。個人の所有物を○○に貸し付けたということです。 

 

○委員 ○○委員 

  先程、○○さんが言われたように１０名のみんなの土地を出して、みんなが管理する

というのが普通の法人かなと、全部でなくても出し合って、みんなが管理するというの
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が法人かなと感じたんですけど、こういう方法もあるんだなと、法人化の新規就農とい

うことですよね。 

 

○委員 ○○委員 

  農作業の法人ではなく、販売の方の法人に重点を置いているようです。 

 

○会長 

  共同販売をしようかと。結局、法人化というのは、そこに利益が伴わないといけない

ので、農作業ではなかなか利益は出せない。米の販売をすることによって、手数料収入

があるから、法人運営がやりやすいという考え方かなと、それと地域のブランド化があ

る程度米をまとめて売っていくことが出来る考え方ですね。 

 

○委員 ○○委員 

  販売目的なら、○○さんが農地を提供している訳ですけど、賃借料はどのようですか。

無償で。 

 

○委員 ○○委員 

  賃借料は、反当１０，０００円です。 

 

○委員 ○○委員 

  米の販売は、５，４９７㎡の中で取れた米だけでなくて、先程言った１０人が別に作

っている土地で出た米についても、そこで販売するということですか。 

 

○委員 ○○委員 

  そうです。 

 

○委員 ○○委員 

  この土地だけでは無いという事ですか。 

 

○委員 ○○委員 

  作った米を○○に全量出荷するということ。その自分のところの飯米は、除けている

か分からないけれども、そのようにするそうです。 

 

○委員 ○○委員 

  このようなことが個人で出来ないので、耕作から販売もするように、話を聞いたりす

るので、参考になるかなと。 

 

○会長 

  我々が通常考えている法人化とは少し形が変わるのかなと。 
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○委員 ○○委員 

  作業も何もかも一緒にして、それを法人化というものではないです。販売目的の法人

化のようです。 

 

○会長 

  これが法的には問題ないと思うんですけれども。他にありませんでしょうか。 

 

○委員 ○○委員 

  内容的なことでは無いんですけれども、聞いてみたいんですけれども、ここに転貸又

は質入れとあるが、質入れとは普通の質屋ですか。それとも抵当権という事ですか。 

 

○委員 ○○委員 

  抵当に入れることです。 

 

○委員 ○○委員 

  それを担保にお金を借りるということです。 

 

○会長 

  他にはございませんでしょうか。 

 

○委員 ○○委員 

  面積のことですけれども、○○さんが提供しているのが５反あまりですが組合員全体

の面積は、どれくらいなんですか。 

 

○委員 ○○委員 

  それは聞いてないです。それは調べていないですけど。 

 

○委員 ○○委員 

  どれくらいの販売量になるのかなと。 

 

○委員 ○○委員 

  販売量は、かなりの数量になるかと。販路も県外の方で、米屋さんが大々的に売って

くれると。 

 

○委員 ○○委員 

  一人の平均の持分はどれくらいなんですか。耕作面積は。 

 

○委員 ○○委員 

  平均したら５反ぐらいではないかな。５町ぐらいです。 
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○会長 

  他にございませんでしょうか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

 

○会長 

  無いようでしたら、採決してよろしいでしょうか。この件について、承認される方の

挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

 

○会長 

  全員挙手ということで、承認いたします。続きまして、議案第３号 農地法第５条第

１項の許可申請について、２１番の件について事務局より説明願います。 

 

○事務局 

  議案第３号 農地法第５条第１項の許可申請について。 

番号２１番 渡人 ○○ ○○さん。受人 ○○ ○○さん。土地は、○○、畑、２，

００８㎡。都市計画は、市街化調整区域。農地区分は、第２種農地。他のいずれの基準

にも該当しない農地という理由から第２種農地と判断されます。転用目的は、資材置場。

権利内容は、所有権移転。開発許可は、不要。転用許可は、必要。以上です。 

 

○会長 

  この件については、地元、○○委員さん。 

 

○委員 ○○委員 

  １１ページを見て頂いたら分かるんですが、国道１１号線から三内農協の信号の次の

橋、瀧之下橋を渡ったら突き当りに、この土地があるんですが河川敷に舗装した道路が

あって上に、山根に道路がある一角が畑なんですが、そこに資材置場をしたいというの

で、業者の方とお話しして、その下の河川敷の舗装しているところに石や砂を落とさな

いように管理をしてくださいという条件を付けてお話しをしております。それと山根に

道路が付いているんですが、２軒、家があるんですけど現在は空き家になっております

ので、特に問題はないのではと思います。審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

○会長 

  只今、地元の○○委員さんから説明がありましたが、何かご意見ご質問はございます

でしょうか。 

 

○委員 ○○委員 

  ○○さんは、井内の方にも資材置場等、処分場を作っている所の会社ですか。 

 

○委員 ○○委員 
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  処分場を作っているのは、この人がしているのか、誰が代表なのか分からないのだけ

れども、どうも違う様です。 

 

○委員 ○○委員 

  資材置場なんですけど、もし廃棄物等が置かれた場合には、制度上には問題無いです

けれど、将来的には心配があるのではないかと。 

 

○委員 ○○委員 

  ○○さんは社長なんですけど、先般お会いしてお話ししたんですが、井内の方は畑を

するという条件で、購入したようなお話があって、作物は猪や猿とかによって作れない

ので、そこは諦めたというお話を聞いております。今回、○○さんの土地を購入したの

は、資材を運ぶのに最適な場所ではないかということで購入に踏み切ったというような

お話は聞いております。 

 

○会長 

  この資材というのは、何であるかというのは。 

 

○委員 ○○委員 

  この人は、総合建設業なので、砂利やブロックとか、土建業の資材を置くところにす

るそうです。 

 

○委員 ○○委員 

  現在、先程言われたように、耕作放棄地というか、葛が非常に多いんです。進入路が

非常に狭い。下に表川があるということで、先程言われたような、傾斜地にもなってい

るようなので、産廃に近いものをあそこに置かれると、表川への流出、そこら辺りは建

設資材とはいうものの、具体的にはどのようなものが考えられるのですか。 

 

○委員 ○○委員 

  改良区の方も関係してくるので、社長とは話が出来なかったんですが、現場で責任者

と話した時には、ブロックを置いて、それを業者に販売するんだそうです。そういう資

材を置いて特定の業者に売買する、そういう品物を置きますという話は聞いております。

私が聞いているのは、それぐらいです。 

 

○会長 

  他に何かご意見はございませんでしょうか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

 

○会長 

  無いようでしたら、採決してよろしいでしょうか。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 
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○会長 

  全員挙手ということで、承認いたします。続きまして、２２番について事務局より説

明願います。 

 

○事務局 

  番号２２番 渡人 ○○ ○○さん。受人 ○○ ○○さん。土地は、○○、田、２

４９㎡。都市計画は、市街化調整区域。農地区分は、第１種農地。おおむね１０ha 以上

の規模の一団の農地の区域内にある農地という理由から第１種農地と判断されます。転

用目的は、分家住宅。権利内容は、使用貸借権設定。開発許可は、必要。転用許可は、

必要。以上です。 

 

○会長 

  この件については、○○委員さん。 

 

○委員 ○○委員 

  樋口が圃場整備した時に、５００㎡まで宅地として取れるということで、１３人申請

がありまして、１２ページを見てもらったら分かりますが、この一角が昔から家が６軒

建っておりまして、そこに宅地として４軒程が取りたいということで、宅地として取り

ました。１３軒の内、７軒、すでに家が建っておりまして、ここに建てたのが○○さん

と○○さんが建てて、その間に○○さんが分家住宅を建てるということでございます。

あとの方は、２人程が計画しているようです。審議の程、よろしくお願いします。 

 

○会長 

  只今、○○委員さんから説明がありましたが、何かご意見ご質問はございますでしょ

うか。特に、ございませんでしょうか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

 

○会長 

  無いようでしたら、採決してよろしいでしょうか。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

 

○会長 

  全員挙手ということで、承認いたします。続きまして、議案第４号 農業振興地域整

備計画の変更に係る意見について議題とします。事務局より説明願います。 

 

○事務局 

  議案第４号 農業振興地域整備計画の変更に係る意見について。農用地からの除外。 

  ２３番 所有者、申出者は、○○ ○○さん。土地は、○○、田、７１㎡。都市計画

は、都市計画区域外。農地区分は、第２種農地。他のいずれの基準にも該当しない農地
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という理由から第２種農地と判断されます。転用目的は、進入路。開発許可は、不要。

転用許可は、必要。以上です。 

 

○会長 

  この件について、地元は○○委員さん。 

 

○委員 ○○委員 

  これは既に進入路が完成しております。始末書の提出をするという事で、実はこれに

つきましては、昭和５８年くらいに惣田谷・奥惣田谷線という道路の改修で自宅前を拡

幅工事した際に、○○さんは土地の提供をして４メートルぐらいの道が出来ているんで

す。その際に、工事は既に完成して自宅への進入路が出来ています。その後、平成に入

りまして、国調がございまして、行政側からの要望ということで、書類等を全部探した

んですが一部やはり無いということで、５８年頃の書類が無いそうです。平成に入って

国調が済んだ時点で、本人は行政が指導して工事が完成したという事で、手続き上、完

成したものと、本人は除外申請など全く頭にないうちに、書類上だけが出来ていなかっ

たという事で、先程も言いましたように始末書はそのような内容を書いて提出をしたと

いう事でございます。ご審議の程、よろしくお願いします。 

 

○会長 

  只今、○○委員さんから説明がありました。何か、ご意見ご質問はございますでしょ

うか。 

 

○委員 ○○委員 

  進入路というのは、私道ですか。 

 

○委員 ○○委員 

  既に、先程も言いましたように、進入路も出来ていますし、水路も下に併用していま

す。 

 

○会長 

  他にご意見が無ければ、採決を行いたいと思います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

 

○会長 

  全員挙手ということで、承認いたします。続きまして、議案第５号、農用地利用集積

計画書についてを議題とします。事務局より説明願います。 

 

○事務局 

お手元に農用地利用集積計画書をお配りしておりますので、ご覧ください。平成２９

年度第１号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により農用地利用集積計画を
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定めるものです。概要についてご説明いたします。１ページおめくり下さい。 

今回、４月２０日開始分です。申し出件数は１７５件、面積は４４７，８５５㎡。そ

の内、期間借地は１９件、面積は４７，２３８㎡となっています。貸し手は１６２名、

借り手は１０６名です。期間は、１年から１０年となっています。中でも３年契約が最

も多くなっています。作物別設定面積で米以外６種となっております。米１０ａあたり

の賃借料で、無料で作っている方もいらっしゃいますが、今回現金では最安値３，７７

２円、最高値１５，３９０円です。現物では、最低９㎏、最高９０㎏となっております。

地目別は、田 ４４７，８５５㎡です。次のページから期間別、地目別の面積等が記載

しております。 

農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の東温市が定めております農業経営基盤の強

化の促進に関する基本構想に適合していると考えます。 

なお、昨年度の第１号と比べると、申出件数は６７件減っており、面積も１３８，４

６５㎡減っております。期間借地の申出件数は１件減っており、面積は６，７７９㎡増

えております。また、賃借料については昨年度の第１号と同数になっていました。以上

です。 

 

○会長 

  今、説明を受けましたが、このことについて何かご意見ご質問はございますでしょう

か。皆さんもこの書類については、その都度、報告がございますので内容については、

十分お分かりだと思うんですが。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

 

○会長 

  無いようでしたら、承認頂けますでしょうか。 

（   全員承認   ） 

 

○会長 

  農用地利用集積計画書について、承認いたします。 

  議案審議は、これで終了しました。 


