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第５期 第３４回東温市農業委員会議事録 

 

１．開催日時 平成２９年５月８日（月） 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               （２３件） 

    議案第２号 農地法第３条の許可申請について          （ ４件） 

    議案第３号 農地法第４条第１項の許可申請について       （ １件） 

    議案第４号 農地法第５条第１項の許可申請について       （ ４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。第３４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３０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。麦秋の時期を迎えまして、田んぼは一面黄色に、山は

緑色に、非常に良い時候を迎えました。我々、農家にとっては、この時期が一番忙しく

なってまいります。また今年の一年も難儀の始まりかなと。農家の皆さんは、このゴー

ルデンウィーク、休み無しではないのかなと思います。本日は３４回の委員会なんです

が、我々の任期も残りわずかになってきました。今、国会では農地法関係で連休明けに

審議される２つの法案が国会に上程されております。いずれも優良農地に対しての規制

緩和というような形で、我々、農業委員会系統組織としては、農地を守るという立場で、

これで構わないのかなと疑念も残る感じになっております。この審議の行方も注視して

いきたいかなと考えております。 

  皆さんに、ご紹介をしておきたいのですが、長年、東温市農業委員会の会長を務めて

頂きました○○委員さんが先般、旭日単光章という事で叙勲されております。皆さんと

一緒にお祝いを申し上げたいと思います。○○委員さん、おめでとうございました。 

  さて、本日の審議案件ですが、慎重審議をして頂いて、スムーズに行きますようお願

いしたらと思います。 

  本日の欠席委員さんは、○○委員さん、○○委員さんですので、ご報告いたします。 

  本日の議事録署名人ですが、○○番の○○委員さん、○○番の○○委員さん、よろし

くお願いします。 

  早速ですが、議事に入っていったらと思います。まず議案審議３３件の内、議案第１

号、専決処理事案について２３件を議題といたします。事務局より説明願います。 

 

○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、２８２㎡。

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。○○ ○○さん。○○ ○○さん。受人 ○○ ○○

さん。土地は、○○、田、６１㎡。○○、畑、１６０㎡。計２筆。計２２１㎡。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。 
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３番 渡人 ○○ ○○さん。○○ ○○さん。受人 ○○ ○○さん。土地は、○

○、田、８３㎡。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、

５２５㎡。○○、田、１，９９９㎡。計２筆。計２，５２４㎡。貸付人の都合による解

約でございます。 

 

５番 貸付人 ○○ ○○さん。借受人 ○○ ○○さん。土地は、○○、田、７２

６㎡。借受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、

７７４㎡。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、

６３４㎡。○○、田、３２２㎡。○○、田、３３８㎡。○○、田、６０７㎡。○○、田、

２９８㎡。○○、田、１，６８７㎡、○○、田、３４５㎡。○○、田、７３６㎡。計８

筆。計４，９６７㎡。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、

８６２㎡。○○、田、１，２３０㎡。○○、田、９５４㎡。計３筆。計３，０４６㎡。

貸付人の都合による解約でございます。 

 

農地法関係 

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

１，５０４㎡。借受人の都合による解約でございます。 

 

１０番 貸付人 ○○ ○○さん。借受人 ○○ ○○さん。土地は、○○、田、２

８０㎡。借受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、３７１㎡。○○、田、３３１㎡。計２筆。計７０２㎡。借受人の都合による解約で

ございます。 

 

１２番 貸付人 ○○ ○○さん。借受人 ○○ ○○さん。○○ ○○さん。○○ 

○○さん。○○ ○○さん。土地は、○○、田、１，０４８㎡。貸付人の都合による解

約でございます。 
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（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。 

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

田、２，１７６㎡。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、５２５㎡。○○、田、１，１６７㎡。○○、田、１，９９９㎡。計３筆。計３，６

９１㎡。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、７２６㎡。貸付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、１，０４４㎡。借受人の都合による解約でございます。 

 

１７番 貸付人 ○○ ○○さん。借受人 ○○ ○○さん。土地は、○○、田、１，

５２３㎡。貸付人の都合による解約でございます。 

 

１８番 貸付人 ○○ ○○さん。借受人 ○○ ○○さん。土地は、○○、田、１，

３２４㎡。借受人の都合による解約でございます。 

 

農地法関係。 

１９番 貸付人 ○○ ○○さん。借受人 ○○ ○○さん。土地は、○○、畑、１

１１㎡。貸付人の都合による解約でございます。 

 

２０番 貸付人 ○○ ○○ ○○さん。借受人 ○○ ○○さん。土地は、○○、

田、９７３㎡。借受人の都合による解約でございます。 

 

２１番 貸付人 ○○ ○○さん。借受人 ○○ ○○さん。土地は、○○、畑、２

０３㎡。○○、畑、４０４㎡。○○、田、４１㎡。○○、田、６７㎡。○○、田、８６

㎡。○○、田、６６㎡。○○、田、５９９㎡。○○、田、２０４㎡。○○、田、７３㎡。

○○、田、１，５７５㎡。○○、田、８０９㎡。○○、田、２０㎡。○○、田、０．７

９㎡。○○、田、８１㎡。○○、田、２４６㎡。○○、田、６０６㎡。○○、田、１５

４㎡。計１７筆。計５，２３４．７９㎡。貸付人の都合による解約でございます。 

 

２２番 貸付人 ○○ ○○さん。借受人 ○○ ○○さん。土地は、○○、田、４

８４㎡。○○、畑、３８㎡。○○、田、８７５㎡。○○、畑、１２５㎡。○○、畑、５

８㎡。○○、畑、２９１㎡。○○、畑、１９㎡。○○、畑、１９２㎡。○○、田、３２

２㎡。○○、田、３１０㎡。○○、畑、１５８㎡。○○、畑、６２㎡。○○、田、６６

㎡。計１３筆。計３，０００㎡。貸付人の都合による解約でございます。 
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２３番 貸付人 ○○ ○○さん。借受人 ○○ ○○さん。土地は、○○、田、１，

３９７㎡。○○、田、４４７㎡。○○、田、２２㎡。○○、畑、１６３㎡。○○、田、

２４０㎡。○○、畑、７６㎡。○○、田、３１３㎡。○○、田、６４㎡。○○、田、８

３㎡。計９筆。計２，８０５㎡。貸付人の都合による解約でございます。以上です。 

 

○会長 

 只今、事務局より第１号議案の専決処理事案の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、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、４件を議題とします。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２４番 譲渡人 ○○ ○○さん。譲受人 ○○ ○○さん。土地は、○○、畑、

２０３㎡。○○、畑、４０４㎡。○○、田、４１㎡。○○、田、６７㎡。○○、田、８

６㎡。○○、田、６６㎡。○○、田、５９９㎡。○○、田、２０４㎡。○○、田、７３

㎡。○○、田、１，５７５㎡。○○、田、８０９㎡。○○、田、２０㎡。○○、田、０．

７９㎡。○○、田、８１㎡。○○、田、２４６㎡。○○、田、６０６㎡。○○、田、１

５４㎡。計１７筆。計５，２３４．７９㎡。権利内容は、所有権移転・贈与。作付状況

は、米、季節野菜。主な農機具の保有状況は、耕うん機、トラクター、田植機、コンバ

イン。労働力は、常時２人。耕作面積は、５，２３４.７９㎡。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 

  只今、事務局より説明がありましたが、この件について、地元の○○委員さんから確

認状況の説明をお願いします。 
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〇委員 ○○委員 

  場所ですが、１２ページをご覧ください。自宅周辺でございます。先程、事務局より

説明がございましたが、贈与ということで、お父さんの○○さんは高齢で、長男の○○

さんは同居しております。職業は公務員でございます。奥さんと２人でやるということ

ですので、ご審議の程、よろしくお願いします。 

 

○会長 

  只今、地元の○○委員さんから説明がありました。皆さんから、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、承認いたします。続いて、２５番の件について、事務局より

説明願います。 

 

○事務局 

  番号２５番 譲渡人 ○○ ○○さん。譲受人 ○○ ○○さん。土地は、○○、畑、

３０９㎡。権利内容は、所有権移転・売買。作付状況は、米、柿。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、

１２，１４３㎡。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。 

 

○会長 

  この件について、地元は○○委員さん。 

 

○委員 ○○委員 

  説明をいたします。１３ページの地図を見て頂いたらと思います。さくら温泉の北側

約１ｋｍくらい上がったところに、今回の農地があります。この○○さんは、結婚後、

地元にいたんですけれども、松山の方に行きました。お母さんも居たんですけれども、

その後、亡くなって、お墓と柿畑があるだけで、お墓参りに来た時に草刈りをしていた

んですが、去年ぐらいから、誰か知り合いに売買したいという話は、聞いています。そ

れで私も色々と動いたんですけれども、結果的にちょうど地図の○○さんの息子さんが

今回買うという事で話がまとまりましたので、私も判を押させて頂きました。以上のこ

とで、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 
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○会長 

  只今、地元の○○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。 

（   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、２６番の件について、事務局より

説明願います。 

 

○事務局 

  番号２６番 譲渡人 ○○ ○○さん。譲受人 ○○ ○○さん。土地は、○○、田、

８２１㎡。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、

トラクター、耕うん機、田植機、コンバイン。労働力は、常時２人。耕作面積は、１２，

２６４．８５㎡。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。 

 

○会長 

  この件につきましては、地元は○○委員さん。 

 

○委員 ○○委員 

  説明させていただきます。１４ページに出ているんですが、以前作ってくれていた方

が亡くなって、耕作放棄地の状態になっていたので、○○さんが家から近いということ

でお願いして、作ってもらうようになっています。住宅に囲まれた一角になっておりま

すので、出来るだけ地域の人に迷惑をかけないようにとお願いしております。以上です。 

 

○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。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

 

○会長 

  住宅地の中にある農地で非常に作りにくいと思います。 

  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   ） 
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○会長 

  全員挙手ということで、承認いたします。続いて、２７番の件について、事務局より

説明願います。 

 

○事務局 

  番号２７番 譲渡人 ○○ ○○さん。○○ ○○さん。譲受人 ○○ ○○さん。

土地は、○○、田、５３４㎡。○○、田、１，１６３㎡。計２筆。計１，６９７㎡。権

利内容は、所有権移転・売買。作付状況は、米、麦、キウイ。主な農機具の保有状況は、

トラクター、コンバイン、田植機、耕うん機、管理機。労働力は、常時２人。耕作面積

は、４２，５６４㎡。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。 

 

○会長 

  この件につきましては、地元は○○委員さん。 

 

○委員 ○○委員 

  地図を見てもらったら分かるんですが、土地の左側が○○さんの自宅です。隣接して

いる土地なんですが、以前から管理していたんですが、この際買ってくれないかという

事で、購入することに決まりました。○○さんは地元で非常に積極的に農業をされてい

る方で、次期の農業委員にもなる方です。よろしくお願いします。 

 

○会長 

  只今、○○委員さんから確認状況について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。特に、ございませんでしょうか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

 

○会長 

  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４条第

１項の許可申請について、１件を審議したらと思います。事務局より説明願います。 

 

○事務局 

  議案第３号 農地法第４条第１項の許可申請について。 

番号２８番 転用者 ○○ ○○さん。土地は、○○、田、１７８㎡。○○、田、１

２㎡。計２筆。計１９０㎡。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、農家住宅の宅地拡張・耕作用道路。開発許可は、不要。
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転用許可は、必要。平成２９年１０月６日、第２７回委員会で除外意見決定された案件

です。以上です。 

 

○会長 

  この件については除外意見決定していますが、それ以降何か変わったことが無いかと

いう事で、○○委員さん。何かございますか。 

 

○委員 ○○委員 

  何も問題はございません。 

 

○会長 

  除外意見を決定しておりますので、特に問題がなければ、これでいいかと思うのです

が。よろしいでしょうか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

 

○会長 

  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４号 農地法第５条第

１項の許可申請について、４件を審議したらと思います。２９番について、事務局より

説明願います。 

 

○事務局 

  議案第４号 農地法第５条第１項の許可申請について。 

  番号２９番 渡人 ○○ ○○さん。受人 ○○ ○○さん。土地は、○○、田、６

３４㎡。○○、田、１，２０５㎡。計２筆。計１，８３９㎡。都市計画は、市街化調整

区域。農地区分は、第２種農地。住宅、事業所、公共施設、公益的施設が連たんしてい

る区域に近接する区域でおおむね１０ｈａ未満の区域内にある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、駐車場。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 

  １７ページの２９番に地図が載っております。この譲受人は、生コン製造販売等を営

んでいるので、この度、現在借り受けている団地の駐車場の返還を求められ、その代替

えの確保に努めていたところ工場近くで町道沿いの適地が取得できることとなったので、
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本申請に及ぶ次第です。この土地について、地域の人の了解を貰ってくださいと言って

おります。地図を見てもらったら、国道１１号線、交差点の左側に生コンがあります。

生コンから信号を渡ってすぐのところ、２枚の土地があるんですが、ここの南側、国道

沿いの土地に駐車場として借りているようです。大体、生コン車が３０台ぐらいあるん

ですが、なかなか置くところが無いという事で、土地を探していたところ、ここにある

という事で、お願いをしたらということです。以上で、説明を終わります。よろしくご

審議の程、お願いします。 

 

○会長 

  只今、○○委員さんから説明を受けました。何かご意見ご質問はございますでしょう

か。 

 

○委員 ○○委員 

  国道からの進入路が非常に狭いと思うんですけど、大型生コン車が入って一般の方の

交通の邪魔になるとかそういうことは無いんですか。 

 

○委員 ○○委員 

  生コンに勤めている人は、結構この地区から多いので、十分説明をしてくださいとお

願いしているので、多分、直接的なものでは無いんですけれども。○○さんという家が

あるんですけれども、この右側に生コン車を停めているんです。あまり生コン業界も景

気が良くないみたいで、大分合併で。とにかく３０台あったら停めるところがなかなか

見つからないと。 

 

○会長 

  他にございませんでしょうか。 

  当然、改良区の同意書が付いて、申請していると思います。地元の話は出来ていると

推測されます。 

（   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。続いて、３０番について事務局より説明願

います。 

 

○事務局 

  番号３０番 渡人 ○○ ○○さん。受人 ○○ ○○さん。土地は、○○、田、２，

１０３㎡。都市計画は、都市計画外。農地区分は、農用地区域内農地。農振整備計画に
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おいて定められた農用地区域内にある農地という理由から農用地区域内農地と判断され

ます。転用目的は、露天資材置場（仮設）。権利内容は、使用貸借権設定。開発許可は、

不要。転用許可は、必要。国土交通省発注工事に伴う一時転用です。以上です。 

 

○会長 

  この件につきましては、地元は○○委員さん。 

 

○委員 ○○委員 

  １８ページの地図を見てもらったら良いんですけれども、昨年度、国交省発注の砂防

堰堤のための工事用道路で今回の土地の南側の一時転用案件になります。今年、○○さ

んが受注されまして、今年から砂防堰堤の本体工事で土地が必要だということで、○○

の土地を一時転用の申請を出されたようです。問題は無いと思いますので、ご審議の程

よろしくお願いします。 

 

○会長 

  皆さんから、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 

  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。続いて、３１番について事務局より説明願

います。 

 

○事務局 

  番号３１番 渡人 ○○ ○○さん。受人 ○○ ○○さん。土地は、○○、田、１，

０４８㎡。都市計画は、市街化調整区域。農地区分は、第３種農地。鉄道の駅からおお

むね３００ｍ以内にある農地という理由から第３種農地と判断されます。転用目的は、

貸露天駐車場。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 

  この件につきましては、地元は○○委員さん。 

 

○委員 ○○委員 

  それではご説明いたします。１９ページを見て頂いたらと思います。渡人の○○さん

は千葉県に住んでいるんですが、永小作で○○さんが借りています。○○さんは田を持

っているんですが、全ての田で耕作はしていません。他の人が作っております。この田
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については、作付不能地、すなわち耕作は全然しておりませんので、草が常時生えて、

近所にも迷惑がかかる状態になっております。ちょうど地図では○○さんとなっている

ところに○○さんが住んでいます。作付不能地の田を買って、貸露天駐車場にしたいと

いう考えで○○さんと交渉しまして、話が成立し申請しました。貸駐車場にするので、

２１区画の駐車場にするそうです。現在、数名の方と仮契約をしているということで、

ある程度の騒音はあると思いますが、虫の発生とか色々なことが解消されるので大変喜

んでいるとのお話しですので、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、皆さんから、何かご意見ご質問はござ

いますでしょうか。ほとんど住宅化された一角ということですが、ございませんか。 

（   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。続いて、３２番について事務局より説明願

います。 

 

○事務局 

  番号３２番 渡人 ○○ ○○さん。受人 ○○ ○○さん。土地は、○○、田、１，

５１７㎡。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という理由から第２種農地と判断されます。転用目的は、太陽光発

電施設。権利内容は、賃貸借権設定。開発許可は、不要。転用許可は、必要。以上です。 

 

○会長 

  この件につきましては、地元は○○委員さん。 

 

○委員 ○○委員 

  この案件は、平成２５年の委員会で審議された案件で保留されたという事で、委員さ

んの中には以前の委員さんも１２、３人居られるかと思うんで、その方はご記憶にある

かと思います。太陽光発電をするという事で、書類を出されて委員会で審議はされたん

ですけれども、当時は保留された案件なんです。保留されたというのは、申請者の方の

地元の近隣者への説明がされていなかったということで、前農業委員さんも確認の判は

押さなかったという中で出されました。もちろん、確認行為とか地元の説明とかは法的

なものでない、任意的なものだということで、当時の農業委員会としては慣例としてや

っているということだったので、法的なものではないので出されたんですけど、保留に
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なったという案件で、今回また新たに申請がなされたということです。私も前の農業委

員さんと同様に周辺農地の関係者の理解、承諾が無いと、私も確認印は押せないという

事で申請者に説明したんです。一応、理解を求めるという事で個々に説明するのもどう

かなと思いまして、現地に申請者、農地関係者３名、私の５名が現地で確認説明を受け

たということで、近隣の関係者の方も了解をしたという案件です。私自身も現地を見ま

したら、太陽光発電をするのはどうかなと思いましたが、あんまり支障も、問題も無い

ようですので、今回、確認の判を押させてもらいまして、審議に上げさせてもらったと

いういきさつです。特に問題は無いと思いますので、よろしくご審議の程、お願いいた

します。 

 

○会長 

  この件について、皆さんもご承知のことかと思いますが、以前、一度上がってきたん

ですけれど、委員さんの確認印がつけないというか周囲の同意を貰わないとつけません

よということで、事業者に返していたのが、再度出てきたという事です。その中で、○

○委員さんが、ご苦労をかけた訳ですが、仲介を取ってもらい周囲の同意も得て、再度

上がってきたという事で、時間的にはかかっていますが、農業者とのトラブルも今後、

発生することはないのかなと思っております。皆さんから、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 

  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５号 農用地利用集積

計画書について事務局より説明願います。 

 

○事務局 

農用地利用集積計画書をご覧ください。平成２９年度 第２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、６月１日開始です。申し出件数は、１３２件、面積は４２９，５３２㎡。その

内、期間借地は、１３件、７６，６８８㎡となっています。貸し手は１２４名、借り手

は８８名です。期間は、１年から１０年となっています。中でも５年契約が多くなって

おります。作物別設定面積で米以外９種となっております。米１０ａあたりの賃借料で

すが、現金では最高１４，０００円、最安２，７０９円です。現物では、最高８６㎏、

最低１０㎏となっております。地目別は、田 ４２９，５３２㎡です。詳細につきまし

て、次のページから期間別、地目別の面積等が記載されておりますのでご覧下さい。 
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農業経営基盤強化促進法第１８条第３号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、去年と比べると、申出件数は３件増えて、面積は８９，２７３㎡増えておりま

す。期間借地の件数は３件減っていますが、面積は５，８９９㎡増えております。賃借

料については、米１０ａ当たり現金では、最高値で９，５２９円減って、最安値でも２，

２９１円減っております。現物では、最高で４㎏減って、最低については３㎏増えてい

ます。以上です。 

 

○会長 

  只今、事務局より農用地利用集積計画書についての説明がございましたが、何かご意

見はございますでしょうか。皆さんも、２年、３年で大体、内容についてはお分かりだ

と思います。 

（   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 

  議案第５号の農用地利用集積計画について、承認いたします。 

  議案審議について、以上で終了しました。 


