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第５期 第３５回東温市農業委員会議事録 

 

１．開催日時 平成２９年６月６日（火） 午前９時３０分～ 

 

２．開催場所 東温市役所 ４階 ４０５会議室 

 

３．出席委員（２７人） 

 

４．欠席委員（３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               （ ９件） 

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

    議案第５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） 

    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３５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２７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。３５回目の農業委員会ということで、３６回、我々の

任期、あと１回を残すのみとなりました。有終の美を飾りたいと思うんですが、なかな

か農地の問題については、５月におきましては、私も愛媛県の会長会や、月末には全国

の会長大会とかに出張させて頂きまして、色々と見て来た訳ですが、なかなか難しい問

題でございます。取りあえず、農業というのは、秋を目指して黙々とやっていかないと

いけない、地道な作業と思いますので、それゆえに農地の担い手であるとか若手の農業

者というのが育ってきませんが、今後とも皆さんのお力添えを頂いて、農地の最適化に

ついて努力していったらと思います。本日は、案件としては少ないんですけれども、慎

重な審議をお願いしたらと思います。 

  本日の欠席委員さんですが、○○委員さん、○○委員さん、○○委員さんが欠席とな

っております。 

  それでは、早速ですが、議事録署名人の指名をいたします。今回は、○○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、議事に入りたいと思います。まず、議案第１号、専決処理事案について

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、３３７㎡。

○○、田、２９９㎡。○○、田、６７２㎡。○○、田、３７６㎡。計４筆。計１，６８

４㎡。都市計画は、市街化区域。転用目的は、貸住宅。志津川土地区画整理事業内農地

で賃借権設定を実施します。 

 

２番 渡人 ○○ ○○さん。受人 ○○ ○○さん。土地は、○○、田、１４５㎡。

○○、田、７３㎡。計２筆。計２１８㎡。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。土地は、○○、田、６３６㎡。

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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（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、２０

８㎡。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、

１，０３５㎡。○○、田、４７７㎡。計２筆。計１，５１２㎡。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、

７５９㎡。○○、田、８６１㎡。○○、田、７３１㎡。計３筆。計２，３５１㎡。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、６４

６㎡。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、１，

５４６㎡。○○、田、３８５㎡。○○、田、３３４㎡。○○、田、４３８㎡。計４筆。

計２，７０３㎡。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。 

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

１，２０５㎡。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、第１号議案の専決処理事案について事務局より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。 

（   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。 
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番号１０番 譲渡人 ○○ ○○さん。譲受人 ○○ ○○さん。土地は、○○、田、

１，２０５㎡。権利内容は、所有権移転・売買。作付状況は、米、季節野菜。主な農機

具の保有状況は、トラクター、耕うん機。労働力は、常時３人。耕作面積は、９，８７

６㎡。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、地元の○○委員さん確認結果についてご報告をお願いします。 

 

〇委員 ○○委員 

  ６ページの地図をご覧ください。○○さんは体が弱くて農作業が出来ない状態で、農

地を整理したいということで、売りに出していた時に○○さんが購入するということで、

売買が成立しました。場所ですが、下林の中頃なんですが、南野田でしたら車で４、５

分の距離で時間的には問題無いと思います。以上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。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議題とします。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１１番 転用者 ○○ ○○さん。土地は、○○、田、７４１㎡。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、ドッグラン。

開発許可は、不要。転用許可は、必要。平成２３年４月７日第３３回委員会で除外意見
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決定された案件でございます。以上です。 

 

〇会長 

これは、地元、○○委員さん。 

 

〇委員 ○○委員 

  この物件につきましては、ドッグランという犬の調教場があるんですけど、その調教

場は、最近調教する犬が増えて、ドッグラン用地として使用したいということです。審

議をよろしくお願いします。 

 

〇会長 

  只今、○○委員さんから説明を受けましたが、この案件が第３３回委員会で除外意見

が決定した案件でございます。これについて、何かご意見やご質問はございませんか。 

（   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。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 農地法第５条第１項の許可申請について。 

  番号１２番 渡人 ○○ ○○さん。受人 ○○ ○○さん。土地は、○○、田、６

４６㎡。都市計画は、都市計画区域外。農地区分は、農用地区域内農地。農振整備計画

に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 

  一時転用の案件ですが、地元は○○委員さん。 

 

○委員 ○○委員 

  先月も同じような件がございました。地図を見て頂きたいんですが、先月の分が道を

隔てた北側で持ち主が○○さんという方だったんですが、これと同じような感じで国交

省が発注する砂防堰堤で、ここから南側の２ｋｍぐらい離れたところに砂防工事の現場

があります。そのための資材置場という事で、この案件が出ました。先月と同じように

問題無いと思いますので、よろしくお願いいたします。 
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〇会長 

  皆さんからのご意見ご質問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   ） 

 

○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 農業振興地域整

備計画の変更に係る意見について議題といたします。事務局より説明願います。 

 

○事務局 

  議案第５号 農業振興地域整備計画の変更に係る意見について。用途区分変更。 

  １３番 所有者、申出者は、○○ ○○さん。土地は、○○、田、６４３㎡の内１６

４㎡。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未満の農地の

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、農業用施設

用地（農業用倉庫）。開発許可は、不要。転用許可は、不要。以上です。 

 

〇会長 

  この件について、地元、○○委員さん、確認状況の説明をお願いします。 

 

〇委員 ○○委員 

  この申請でございますけれども、最近、農業機械の大型化、入れ替えようかという事

で、倉庫がどうしても狭くなるということで、隣接する○○さんのところの道を挟んだ

前なんですけど、９ページのこの場所に農業用倉庫を建てたいということの申請でござ

います。その他周辺状況、何ら問題もございませんので、許可されますよう、よろしく

お願いいたします。 

 

〇会長 

  皆さんからの意見を伺います。何かご意見、ご質問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   ） 

 

○会長 
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  全員挙手ということで、承認いたします。 

  議案審議について、以上で終了しました。 


