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第５期 第３６回東温市農業委員会議事録 

 

１．開催日時 平成２９年６月２７日（火） 午後３時００分～ 

 

２．開催場所 農村環境改善センター ２階 大会議室 

 

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               （１０件） 

    議案第２号 農地法第３条の許可申請について          （ ８件） 

    議案第３号 農地法第４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   （ ２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 

定刻前ですが、皆さんお揃いですので、第３６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 

  本日は、皆さんお忙しい中、午後の時間帯でお疲れのところだと思うんですけれど、

３６回、我々、任期最後の委員会の開催です。天気もやっと梅雨らしくなりまして、ち

ょっと遅い梅雨だったかなと思うんですが、時期が来ればそうなるのかなという、今日

この頃です。私も最後の代掻きをやって出てきました。我々の中山間というのは、この

間程の日照りが続きますと川に全く水が無いという状況で、雨待ちで農業をしなくては

いけないという時期で、平野部を見てみますと恵まれているなと思う訳です。農業の形

態というのは色々ありまして、皆さん、それぞれの地域でご苦労されているのではない

かと思います。最後の委員会という事で、来月からは新しい委員にお任せする訳ですが、

非常に農地というものは、農業委員会が今まで農地を守ろうという観点での仕事、法律

でしたが、新しい農地法では、攻めの農地法、農地を農業委員の手でただ守るだけでは

なくて適切に利用していこうという形になって最適化推進委員さんも出来ていますし、

それが義務付けられるようになっています。新しい方に色々と仕事が増える訳ですが、

次の委員さんにお任せして、我々の任期の間、まだしばらくはありますが、精一杯、務

めていきたいと思います。 

  本日は、席順で○○番の○○委員さん、○○番の○○委員さんが欠席となっておりま

すので、報告しておきます。 

  議事録の署名人の指名ですが、恒例ですので指名させて頂いたらと思います。本日の

議事録署名人には、○○番の○○委員さん、○○番の○○委員さんよろしくお願いいた

します。 

  それでは、議案審議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４条第１項第７号の規定による届出の受理。 

１番 所有者 ○○ ○○さん。土地は、○○、田、３６６㎡。都市計画は、市街化

区域。転用目的は、露天駐車場。 

 

（２）農地法第５条第１項第６号の規定による届出の受理。 

２番 渡人 ○○ ○○さん。受人 ○○ ○○さん。土地は、○○、田、２２７㎡。

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。受人 ○○ ○○さん。土地は、○○、田、２５０㎡。

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。 

 

４番 渡人 ○○ ○○さん。受人 ○○ ○○さん。土地は、○○、田、２２８㎡。

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。 

 

５番 渡人 ○○ ○○さん。受人 ○○ ○○さん。土地は、○○、畑、１８４㎡。

都市計画は、市街化区域。転用目的は、個人住宅。使用貸借権設定を実施します。 

 

６番 渡人 ○○ ○○さん。受人 ○○ ○○さん。土地は、○○、田、３２７㎡。

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）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。 

７番 貸付人 ○○ ○○さん。借受人 ○○ ○○さん。土地は、○○、田、６７

６㎡。○○、田、１，０１８㎡。○○、田、６２７㎡。○○、田、１，１７４㎡。計４

筆。計３，４９５㎡。借受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、８６

４㎡。○○、田、７６９㎡。○○、田、１，１４９㎡。計３筆。計２，７８２㎡。貸付

人の都合による解約でございます。 

 

（４）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、２，

２４５㎡。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、○○、畑、２

５３㎡。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。 

 

○委員 ○○委員 

  １番の事なんですけど、市街化区域になっているのは分かるんですが、○○さんが農



4 

地を取得されていたのですか。経緯か顛末とか、そもそものことが分かったら教えて欲

しいんですが。 

 

○事務局 

  農地を取得していたんですが、転用が出来ていないまま取得していたようになってい

ます。 

 

○委員 ○○委員 

  ○○が農地取得って可能なんですか。 

 

○事務局 

  市街化区域に編入する前に、転用するので取得していたんですけど、何もしないまま

置いていて、今度、市街化に編入されて、転用届に切り替わったんで、転用届が出てき

たことになっています。 

 

○委員 ○○委員 

  この５０１の１が去年、市街化区域に編入されたんですよね。 

  ○○が撤退していますよね。場所的には。 

 

○事務局 

  場所は道沿いの細い土地なんですけど。 

  場所としては、○○に入る道沿いに細長い土地があるんですけど。 

 

○委員 ○○委員 

  ちょっと東側の方の道沿いのウナギの寝床みたいな道の西側。イチヂク畑との間の土

地ですね。 

 

○事務局 

  元店があった所からは離れている所で。 

  最初は、転用目的で、市街化調整区域の時に持っていたんですけど、そのまま何もし

ないまま置いていたんですが、その間に市街化編入されてしまったので、手続きとして

は転用届という事になっています。 

  平成５年ぐらいに売買で取得して、そのままほったらかしに。 

 

○委員 ○○委員 

  農地での売買ですか。 

 

○事務局 

  転用目的で売買していたんですが、転用が実施されないまま、市街化に編入されたん

で、転用届になって、届が出てきたようになっています。 



5 

 

○委員 ○○委員 

  農地を株式会社が取得して駐車場に転用するのに何十年もほっているのは、制度をな

いがしろにしていることですね。 

 

○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。８件です。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１１番 譲渡人 ○○ ○○ ○○さん。譲受人 ○○ ○○さん。土地は、○

○、田、３，１１８㎡。権利内容は、所有権移転・売買。作付作物は、米、季節野菜。

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２人。耕作面積は、８，８１７㎡。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、○○委員さん。 

 

〇委員 ○○委員 

  ９ページを開けてもらったら、この土地については、１０年も前から少しずつ解決し

ていった土地なんです。地図に出ていますように、２枚になっているんですが、多分残

っているのが、これだけなんです。これを○○さんが買いたいということなんです。特

段問題は無いと思います。皆さんのご審議をお願いします。 

 

○会長 
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  只今、地元、○○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、１２番、１３番、譲受人が同

一人物ですので、一括して事務局より説明願います。 

 

○事務局 

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

８６４㎡。○○、畑、２５３㎡。○○、田、７６９㎡。○○、田、１，１４９㎡。○○、

畑、１９９㎡。○○、畑、１６２㎡。○○、畑、１８４㎡。計７筆。計３，５８０㎡。

権利内容は、所有権移転・売買。作付作物は、米、野菜、ミカン、桃、柿。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、５，５３１㎡。周辺農業経営への影響は、特に支障なし。 

  続きまして、番号１３番 譲渡人 ○○ ○○さん。譲受人 ○○ ○○さん。土地

は、○○、田、７４５㎡。権利内容は、使用貸借権設定・３年。作付作物は、米、野菜、

ミカン、桃、柿。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、５，５３１㎡。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 

  それでは、地元、まず１２番を○○委員さん。 

 

○委員 ○○委員 

  ○○さんと○○さんは隣同士でいたので、○○さんが○○さんの農地で耕作していた

んですが、年を取って作れなくなってきたので、○○さん、これは○○さんの娘さんで

すが、この人が買い受けて作るようになったそうです。他に支障はないと思いますので、

ご審議の程よろしくお願いいたします。図面は１０番の図面を見て頂いただいたら分か

るんですが、○○さんと○○さんは、昔、隣同士であって、今は樋口の方へ出ておりま

して、○○さんが売るという事で、○○さんが買い受けるようになったそうです。以上

のようなことですので、ご審議の程、よろしくお願いします。 

 

○会長 
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  続きまして、１３番について○○委員さんから確認結果をお願いします。 

 

○委員 ○○委員 

  １１ページの１３のところですが、場所的には川上小学校の西側の道を北に行ったあ

たりです。１３番を直進すれば、山之内の大畑に出ます。他は事務局が説明して頂いた

とおりです。ご審議の程、お願いします。 

 

○会長 

  只今、○○委員さん、○○委員さんから説明を頂きましたが、皆さんから何かご質問

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。続いて、１４番の件について、事務局より

説明願います。 

 

○事務局 

  番号１４番 譲渡人 ○○ ○○さん。譲受人 ○○ ○○さん。土地は、○○、田、

６５１㎡。○○、田、１，１３６㎡。○○、田、１，２６２㎡。○○、田、１，６３３

㎡。○○、田、４４㎡。○○、田、２９６㎡。○○、田、１４４㎡。○○、田、３０㎡。

○○、田、５３６㎡。○○、田、１９０㎡。○○、畑、７７㎡。計１１筆。計５，９９

９㎡。権利内容は、所有権移転・売買。作付作物は、トマト、キュウリ、レタス、キャ

ベツ、米。主な農機具の保有状況は、○○氏から譲受予定で、耕うん機、トラクター。

購入予定で、軽トラック。労働力は、常時２人。耕作面積は、５，９９９㎡。周辺農業

経営への影響は、特に支障なし。 

なお、○○ ○○さんにつきましては、東温市では新規就農ということでございます

ので、６月１５日、１１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いますので、農地法

第３条第１項許可申請に係る要件確認書の○○さん分をご用意お願いいたします。 

面接に際しましては、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、実家

の農業の手伝いを１０年程行った経験があり、○○さんから農機具を譲り受け、更に軽

トラック１台の購入計画をしているとのことです。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、こちらは、該当いたしません。第３号、信託の引受け

の禁止ですが、こちらも該当いたしません。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、夫婦で農作業を行い、両親に手伝い及び指導してもらう事も検討



8 

しています。第５号、下限面積制限ですが、５，９９９㎡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、こちらは該当いたしません。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、実家での農業経験を活かし、両親に農業指導をしてもらい、地域の草刈りや水路

掃除等の活動に参加し、農地の耕作、管理を行っていくなど、周辺農家との調和及び連

帯、地域活動への参加等、十分に理解されております。以上です。 

 

○会長 

  只今、事務局より説明がございましたが、○○委員さんが担当ですので面接の結果も

踏まえて説明をお願いします。 

 

○委員 ○○委員 

  事務局と一緒に面接をしました。この人は、○○で焼き鳥店を５店舗しているそうで

す。そのために、野菜が今頃高騰しましたので、そこで野菜を作って少しでも足しにし

ようかと考えてでございました。実家というのは、○○の方で、両親がしているようで

ございます。ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

○会長 

  只今、○○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。図については、１２ページです。大体１か所に集まっています。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

 

○会長 

  無いようでしたら、採決したいと思います。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。続いて、１５番の件について、事務局より

説明願います。 

 

○事務局 

  番号１５番 譲渡人 ○○ ○○さん。譲受人 ○○ ○○さん。土地は、○○、田、

１，６３０㎡。○○、田、２，４１０㎡。○○、田、２，３９８㎡。計３筆。計６，４

３８㎡。権利内容は、使用貸借権設定・５年。作付作物は、玉ねぎ、ジャガイモ、ユー

カリ、ぶどう。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１人。耕作面積は、６，４３８㎡。周辺農業経営への影響は、特に支障

なし。 

なお、○○ ○○さんにつきましては、東温市では新規就農ということでございます
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ので、６月１９日、１０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いますので、農地法

第３条第１項許可申請に係る要件確認書の○○さん分をご用意お願いいたします。 

面接に際しましては、農地法第３条第２項該当の有無を確認しております。まず第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、○○の果樹園に勤め、技術や経営について学び、出身地である東温市で就農しま

す。現在、玉ねぎ、ジャガイモ、ユーカリを栽培しているが、将来的にぶどうを中心に

栽培します。なお、玉ねぎ、ユーカリなどは農協指導員から学び技術向上を目指すとの

ことです。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、こちら

は、該当いたしません。第３号、信託の引受けの禁止ですが、こちらも該当いたしませ

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、専業農家で行い、

繁忙期は、家族や親戚に手伝ってもらうとの事です。第５号、下限面積制限ですが、６，

４３８㎡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、

こちらは該当いたしません。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、現在、玉ねぎ、ジャガイモ、ユーカリを栽

培しており、地域の草刈りや水路掃除等の活動に参加しているなど、周辺農家との調和

及び連帯、地域活動への参加等、十分に理解されております。以上です。 

 

○会長 

  この件につきましては、地元、○○委員さん、確認結果をご報告願います。 

 

○委員 ○○委員 

  東温市松瀬川の横灘というところは、さくら温泉の東側の地域に農家戸数８０数件が

農家をしています。メインは、米だけで裏作は何もしていないんです。この人は、裏作

で玉ねぎを作ったり、先日はユーカリを２反ぐらい植えまして、田をつぶして植えてい

ます。メインは観光ぶどう園をやりたいなと、年齢が３１歳で若いんですけど、我々、

８０数件居る中で、農家を辞めたとか、病気になったとか、年に１人、２人居るんです

けれど、逆に若い人が新規就農という事で、地域は、非常に喜んでおり歓迎しておりま

す。期待もしております。我々の出来る範囲のことは、援助もしますけど、今後の活躍

を願ったりで、見守っていきたいなと私自身も思っています。ご審議の程、よろしくお

願いいたします。 

 

○会長 

  只今、○○委員さんから非常に頼もしいご意見をお伺いしたんですが、何か皆さんか

らご意見やご質問はございますでしょうか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

 

○会長 
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  無いようでしたら、採決を行いたいと思います。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、１６番の件について、事務局より

説明願います。 

 

○事務局 

  番号１６番 譲渡人 ○○ ○○さん。譲受人 ○○ ○○さん。土地は、○○、田、

１４８㎡。権利内容は、所有権移転・売買。作付作物は、米、しきみ。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、噴霧器。労働力は、

常時１人。耕作面積は、６，５８７㎡。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 

  只今、事務局より説明がありましたが、地元は○○委員さん。確認状況をお願いしま

す。 

 

○委員 ○○委員 

  ○○さんは、１７年前にご主人が亡くなられまして、今はこの農地で野菜を作ってい

るようです。最近は高齢になって、○○さんは志津川の下のところ天満神社のところに

住んでいます。今、作っている野菜は、樋口と志津川の境の辺りの農地で、体調も悪く

なったし、高齢になったし。この農地の北は１１号線、南が内川で、その隣に○○さん

の農地があり、○○さんが収穫するにしても、たまに○○さんが見かねて収穫した野菜

など重たいものは手伝ったりしておりました。最近は、特に腰が悪くなって、毎日収穫

するのは大変ですから。誰かに売却したいということで、たまたま手伝ってくれていた

○○さんと話が出来ました。今回、○○さんがこの農地を取得してくれるという事で、

ただ、この○○さんは長男がたまに手伝ってくれています。この件について、周辺の影

響はないと思います。ご審議、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、説明がありましたが、皆さんから何かご

意見や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   ） 
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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、１７番の件について、事務局より

説明願います。 

 

○事務局 

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

３４７㎡。○○、田、２，５０３㎡。○○、田、１，０３９㎡。○○、田、７４９㎡。

計４筆。計４，６３８㎡。権利内容は、所有権移転・売買。作付作物は、米、ジャガイ

モ。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、トラクタ

ー。労働力は、常時２人。耕作面積は、２２，６３４㎡。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 

  １８番についても譲受人が、同一人物になっておりますので、事務局より続けて説明

いたします。 

 

○事務局 

  番号１８番 譲渡人 ○○ ○○さん。譲受人 ○○ ○○さん。土地は、○○、畑、

４４８㎡。権利内容は、所有権移転・売買。作付作物は、米、ジャガイモ。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、トラクター。労働力は、

常時２人。耕作面積は、２２，６３４㎡。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 

  只今、事務局より説明がありましたが、地元は○○委員さん。１７、１８番の両件に

ついて確認結果のご報告をお願いします。 

 

○委員 ○○委員 

  １７、１８の両方なんですが、内容的には事務局が説明したとおりです。所有権移転・

売買という事ですが、１７、１８共に現地の確認をしております。現在、耕作はしてお

りませんが、他の用途、倉庫を建てたり、土砂を置いたりとかいうような状況ではござ

いません。隣接の農地への影響はないと思います。問題はないと思いますが、ご審議、

宜しくお願いします。 

 

○会長 

  皆さんから、ご意見をお伺いしたいと思います。何かご意見やご質問はございますで

しょうか。 
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○委員 ○○委員 

  コンバインとかトラクターとかの保管場所は、河之内にあるんですか。 

 

○委員 ○○委員 

  それはですね。２町程、田んぼを持っているんですけれど、ほぼ中心ぐらいのところ

に、農業用倉庫が建っておりますので、地域にでも無いような機械を入れて、人を常時

雇ったり、ほ場の整備、畦とか水路とかの整備を雇った人にやって貰ったり、自然農法

的にやっているようです。 

 

○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３号 農地法第４条第

１項の許可申請について、２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３号 農地法第４条第１項の許可申請について。 

番号１９番 転用者 ○○ ○○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という

理由から第２種農地と判断されます。転用目的は、宅地進入路。開発許可は、不要。転

用許可は、必要。平成２９年４月６日、第３３回委員会で除外意見決定された案件でご

ざいます。以上です。 

 

〇会長 

只今、この件について、事務局より説明がありましたが、４月６日の委員会で除外意

見の決定をしております。それ以降に何か変わったことありますでしょうか。○○委員

さんからご報告願えたらと思います。 

 

〇委員 ○○委員 

  前回と同じようことなんですけれども、既に進入路が出来ています。行政との手続き

等が出来ていなかったという事みたいです。昭和５８年頃の話でございますので、その

頃の行政の落ち度ではないかなと思います。以上でございます。 
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〇会長 

  只今、○○委員さんから説明を受けましたが、４月６日の委員会で、除外の承認を行

っておりますので、特にご意見ご質問を省いて、採決をしたらと思います。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、２０番、事務局より説明願い

ます。 

 

○事務局 

番号２０番 転用者 ○○ ○○さん。土地は、○○、田、３０７㎡。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、露天資材置

場兼露天駐車場。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、○○委員さん。 

 

○委員 ○○委員 

  この方は、１１番で名前が出ております○○さんと同じです。地図を見てもらったら

と思うんですけど、２０番、ここら辺りの道路は非常に狭くて、離合が非常に難しいと

ころなんです。転用されようとする土地なんですけれども、家と家との間に挟まれて、

農地というのは近くに無いんですけれども、農地として活用しにくいと思います。ご審

議の程、よろしくお願いします。 

 

○会長 

  露天資材置場兼露天駐車場に転用の案件です。他に、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いたします。事務局より説明願います。 

 

○事務局 



14 

  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。 

  番号２１番 所有者は、○○ ○○さん。申出者は、○○ ○○さん。土地は、○○、

田、４０８㎡。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１０

ha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。開発許可は、必要。転用許可は、必要。以上です。 

 

〇会長 

  只今、事務局より説明をしましたが、地元、○○委員さん、確認結果についてご報告

をお願いします。 

 

○委員 ○○委員 

  ○○さんと○○さんは親子なんです。○○さんは長い間、松山で借家住まいをしてい

たんですが、○○さんが高齢になったし、実家に帰って、家を建てて、親の農業を手伝

うということで、今回、この農地に家を建てて、親の農業を手伝って行きたいというご

希望ですので、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

○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、２２番の件について議題とい

たします。事務局より説明願います。 

 

○事務局 

  軽微な変更。 

  ２２番 所有者、申出者は、○○ ○○さん。土地は、○○、田、９４㎡。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 

  この件につきましては、地元、○○委員さん。 

 

○委員 ○○委員 
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  現在の倉庫が非常に手狭になってきまして、新たに農業用倉庫を建てたいという事で

すので、よろしくお願いいたします。 

 

○会長 

  この件について、皆さんから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。 

  議案審議につきましては、以上で終了しました。 

 


