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第６期 第５回東温市農業委員会議事録 

 

１．開催日時 平成２９年１１月２４日（金） 午後１時３０分～ 

 

２．開催場所 東温市役所 ４階 大会議室 

 

３．出席委員（１７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                （１１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        （ ５件） 

  

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 

ご起立、願います。一同、礼。ご着席下さい。 

それでは、只今から第５回東温市農業委員会を開会いたします。本日の農業委員の出

席は、農業委員１９名中１７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いたします。

また本日は推進委員さん２２名中１３名のご出席を頂いております。それでは、会長、

ご挨拶をお願いいたします。 

 

○会長 

  皆さん、こんにちは。通常ですとおはようございますで、９時半から始まりますが、

本日は、後、研修会、忘年会ということで、お昼からとさせて頂きました。ちょっと冷

えこみまして、晩秋というより初冬という感じになって参りました。この時期になって

参りますと、来年度の予算編成なり、農政の道筋なりが出てくる訳ですが、皆さんが一

番心配されているのは、お米の政策ではないかと思います。ご承知のようにお米の政策

というのは、米の直接払い、水田活用の直接払い、水田活用の直接払いの中には、産地

交付金もございます。あと価格の暴落に備えての、ならし対策という大きな柱で成り立

っております。その中で、最初に言いました米の直接払いが今年度で終了するという話

になっておりますが、現在、予算編成の中で、直接払いの財源をどこに持っていくのか

という話が出てきております。直接払いの今の農水省の見解では、水田活用の交付金の

中で、充当しているということですが、自民党あたりは、直接払いの米の交付金につい

ての支払い分を農業予算に回せないかという話になっているようです。どのあたりで決

着するかは分からないんですけれども、米の直接支払というのは今後無くなってくるの

かなと思っています。 

後、もう１点は、農業委員会に関係する部分では、農地法の一部の改正が出てこよう

としています。現在、例えば、農地にコンクリートを打つという事については、農地は

耕作の為に用いるものであるから、コンクリートを打ったらダメですよと。例えば、施

設園芸する場合、コンクリート部分は、農地とみなしてくれないのです。その部分につ

いては、農地の課税から外されて、税金を支払わないといけないということです。今後

については、今の農業の形態が大きく変わっておりますので、コンクリート部分につい

ても農地として認めようというような動きが出てきております。今の時期の農政の大き

な流れとしては、そのような事だと思っています。今日は案件もそこそこありますし、

後で耕作放棄地対策についてのご相談もしないといけないですので、審議の程、宜しく

お願いして、ご挨拶とします。それでは、よろしくお願いします。 

 

○議長（会長） 

  それでは、議事録署名人の指名を決めさせて頂きたいと思います。本日は、○○番の

○○委員さん、○○番の○○委員さん、よろしくお願いします。 

  それでは、早速ですが、議案審議、本日は１９件ございますが、審議に入ったらと思

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
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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、○○、畑、２２９㎡。

都市計画は、市街化区域。転用目的は、個人住宅。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、２０８㎡。

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、３６４㎡。

都市計画は、市街化区域。転用目的は、モデルハウス。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、１３４㎡。

○○、田、７０㎡。計２筆。計２０４㎡。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。○○ ○○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。 

 

６番 渡人 ○○ ○○さん。受人 ○○ ○○さん。土地は、○○、田、２５２㎡。

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。 

７番 貸付人 ○○ ○○さん。借受人 ○○ ○○さん。土地は、○○、田、４６

７㎡。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、７３

８㎡。借受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、１，

１３６㎡。貸付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 
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農業経営基盤強化促進法関係。 

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

田、５９０㎡。○○、田、８７６㎡。計２筆。計１，４６６㎡。貸付人の都合による解

約でございます。 

 

（４）農地法第３条許可取消願の受理 

１１番 譲渡人 ○○ ○○さん。譲受人 ○○ ○○さん。土地は、○○、田、５

６０㎡。平成２９年２月６日、第３１回農業委員会で許可になった案件の取り消しでご

ざいます。以上です。 

 

○議長（会長） 

  只今、事務局より、第１号議案 専決処理事案について、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。 

  １１番の３条許可の取り消しについての内容は、どのような事だったんですか。第３

１回農業委員会で許可した案件の取り消しになっているんですが、内容について分かり

ますか。 

 

○事務局 

  贈与により所有権移転を行うように許可申請があった案件の取り消しになります。 

 

○議長（会長） 

  農業委員会で３条許可というのは、委員さんの同意を得て、前任の委員会ですが、許

可した訳ですから、あんまり簡単に取り下げられても、何のための許可であったのかと

いう事になるのかと思うんですが、何か上手く行かなかった部分があったんでしょうと

いう理解でしか、これでは出来ないのですけど、皆さんの方から何かございませんか。 

 

○委員 ○○委員 

  今の件に関して、１１番の件ですけど、当初は２月６日に許可を頂いたんですが、途

中、相続の関係で話が違うという事になって、両方が揉め出して、収拾が付かなくなっ

て、感情的になっているらしくて、そのことについては、皆さんに言って良いというこ

となんで、話が出来なくなって許可を取り消して欲しいという事です。 

 

〇議長（会長） 

  はい、わかりました。そういう理由だそうです。他にありませんか。 

 

〇委員 ○○委員 

  一つ教えて欲しいのですが、２番以降の備考の所有権移転の志津川土地区画整理事業

内農地、これは、土地区画整理で住宅になる予定の農地という意味ですか。 

 

〇事務局 
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  現在、志津川区画整理内の元の登記が農地の転用届という事です。 

 

〇委員 ○○委員 

  志津川土地区画整備事業自体の目的は何でしょうか。 

 

〇事務局長 

  宅地化ではあるのですが、今の状態は、まだ換地処分が終わってないので農地で、そ

の後も。 

 

○事務局 

  もし、農地に換地する場合でしたら市街化なので、転用の届け出という手続きになり

ます。 

 

○事務局長 

  換地処分後も農地として使われる方が若干、野田でも田窪でもいらっしゃったと思う

んですけど、そういった時でも手続きがいる事で備考欄に書いているという事です。 

 

〇議長（会長） 

  他にはございませんか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

  他に無いようでしたら、１号議案について承認してよろしいでしょうか。 

（   承認   ） 

  １号議案を承認いたします。続きまして、議案第２号、農地法第３条許可の申請につ

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条許可申請について。 

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

５３６㎡、○○、畑、８９㎡。計２筆。６２５㎡。権利内容は、所有権移転・売買。作

付作物は、米、ナス、トマト。主な農機具の保有状況はコンバイン、トラクター、田植

機、防除機、バインダー、耕うん機。労働力は、常時２人。耕作面積は、６，４６３㎡。

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、許可要件の全てを満たしていると考えておりま

す。以上です。 

 

○議長（会長） 
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  この件につきましては、地元、○○委員さん、確認結果をお願いします。 

 

○委員 ○○委員 

  申請通りで問題も無いようです。よろしくお願いします。 

 

○議長（会長） 

  皆さん、何かありますか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

無いようでしたら、採決して良いでしょうか。特に意見も無いようですので、採決い

たします。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   ） 

  全員挙手という事で、承認いたします。続きまして、１３番について説明を願います。 

 

○事務局 

  １３番 譲渡人 ○○ ○○さん。譲受人 ○○ ○○さん。土地は、○○、田、１

０９㎡。○○、田、２９８㎡。計２筆。計４０７㎡。権利内容は、所有権移転・売買。

作付作物は、米、ナス、トマト。主な農機具の保有状況はコンバイン、トラクター、田

植機、防除機、バインダー、耕うん機。労働力は、常時２人。耕作面積は、６，４６３

㎡。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項各号に該当しないた

め、許可要件の全てを満たしていると考えております。以上です。 

 

○議長（会長） 

  １３番の件につきましては、地元、○○委員さん。 

 

○委員 ○○委員 

  地図の８ページに該当する土地が出ております。申請している土地のすぐ下に○○さ

んの家があります。○○さんは、この○○さんと親戚関係になっております。３年位前

に、○○さん所有の田を１４ａぐらい売買で買いました。今度、申請のある２筆の土地

は、○○さんから購入した田に隣接していて、一括してこれからも活用されるのではな

いかと思います。以上です。 

 

○議長（会長） 

  只今、○○委員さんから説明がありましたが、ご意見、ご質問ございますでしょうか。

１２番、１３番の案件についても地元の方が作られるという事で良いのではないかなと

思います。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

ご意見が無いようでしたら、採決したいと思います。承認される方は挙手を願います。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手という事で、承認いたします。続きまして、１４番についての説明を願いま

す。 
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○事務局 

  １４番 譲渡人 ○○ ○○さん。譲受人 ○○ ○○さん。土地は、○○、田、２

９９㎡。権利内容は、所有権移転・売買。作付作物は、米。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、５，６３７㎡。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

に該当しないため、許可要件の全てを満たしていると考えております。以上です。 

 

○議長（会長） 

  これは、地元、○○委員さんです。 

 

○委員 ○○委員 

  地図で言いますと、９ページの１４が該当の土地です。○○さんは、過去３年位、小

作でその土地を作られていたと聞いています。これからも地元で作っていくという事で、

ご審議をお願いします。 

 

○議長（会長） 

  これにつきましても、先程の２案件と同じで、地元の方が作られるという事です。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   ） 

  無いようでしたら、採決したいと思います。承認される方は、挙手を願います。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手という事で、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議題といたします。１５番について、説明願います。 

 

○事務局 

  １５番 渡人 ○○ ○○さん。受人 ○○ ○○さん。土地は、○○、田、１，１

３６㎡。都市計画は、市街化調整区域。農地区分は、第３種農地。水道管、下水管、ガ

ス管のうち、２種類以上が埋設されている道路の沿道で、容易にこれらの便益を享受で

き、かつおおむね５００メートル以内に二つ以上の教育施設、医療施設、都市公園等の

公共公益的施設がある事から第３種農地と判断されます。転用目的は、露天駐車場。権

利内容は、所有権移転。備考といたしまして、開発許可は、不要。転用許可は、必要。

以上です。 

 

○議長（会長） 

  只今、事務局より説明がありましたが、これは、地元 ○○委員さん。 

 

○委員 ○○委員 

  この件は、先程、合意解約で出てきました○○さんの田を前の農業委員の○○さんが

耕作されていたのですが、１０ページの１５の○○として、ひとまとめになっておりま
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すけれど、本当は上下２枚の田に分かれています。地権者は、老人なので○○さんがず

っと耕作しておりましたが、隣に特老の○○がコの字型にありまして、それに隣接して

○○というキリスト教の教会がありますが、ここは駐車場が無くて非常に手狭で一般の

民家の駐車場くらいしかスペースがないので、結婚式等をするとなったら、車を置く所

が無いという事で、道路を挟んで○○さんの田を駐車所にしたいという事で、今回申請

されております。地権者の方は、高齢ですし、できたら許可を頂いて、転売したいとい

う事なので、協議をよろしくお願いします。 

 

○議長（会長） 

  只今、地元、○○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。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

  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   ） 

  全員挙手という事で、承認いたします。続きまして、１６、１７、１８の３件、受人

が同一となっていますので、地区は分かれますが、一括して審議したらと思います。ま

ず１６番について、事務局より説明願います。 

 

○事務局 

  １６番 渡人 ○○ ○○さん。受人 ○○ ○○さん。土地は、○○、田、２，２

８５㎡の内１１㎡。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、営農型太陽光発電施設。権利内容は、賃借権設定。備

考といたしまして、開発許可は、不要。転用許可は、必要。一時転用ですので、３年に

なります。平成２６年１２月１７日許可になった案件の更新です。 

  続きまして、１７番 渡人 ○○ ○○さん、○○さん。受人 ○○ ○○さん。土

地は、○○、田、２，０８６㎡の内１１㎡。都市計画は、市街化調整区域。農地区分は、

農用地区域内農地。農振整備計画に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、営農型太陽光発電施設。権利内

容は、賃借権設定。備考といたしまして、開発許可は、不要。転用許可は、必要。一時

転用ですので、３年になります。平成２６年１２月１７日許可になった案件の更新です。 

  続きまして、１８番 渡人 ○○ ○○さん、○○さん。受人 ○○ ○○さん。土

地は、○○、田、１，８０２㎡の内１１㎡。都市計画は、市街化調整区域。農地区分は、

農用地区域内農地。農振整備計画に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、営農型太陽光発電施設。権利内

容は、賃借権設定。備考といたしまして、開発許可は、不要。転用許可は、必要。一時

転用ですので、３年になります。平成２７年３月３０日許可になった案件の更新です。 

  改めて、営農型太陽光施設という事で、補足で説明させて頂きます。営農型太陽光発

電施設は農地に支柱を立てソーラーパネルを設置し、パネルの下部は農地として使用い
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たします。農地では桜の育苗を行い、化粧品等のエキスとして使用される花を収穫する

計画です。転用面積については、パネルの下部は農地として使用することから、支柱部

分とパワーコンディショナーという変換機器部分の面積についてのみ転用になります。

１１㎡がその面積になります。一時転用の期間は３年以内という制限があることから、

３年間経ったら、次の３年間の申請をして繰り返して更新していくようになります。今

回、平成２６年１２月１７日付と平成２７年３月３０日付の許可分についての更新をす

ることで、書類が出てきております。以上です。 

 

○議長（会長） 

  只今、事務局より説明がありましたが、１６番については、地元、○○委員さん。特

に問題が無ければ、何かございますか。 

 

○委員 ○○委員 

  私も農業委員になって、初めての案件で、お伺いしたら、事務局から説明がありまし

たとおり、一時転用で３年間の期限が切れるということで引き続きやっていきたいとい

うことでございました。何卒、ご審議の程よろしくお願いします。 

 

○議長（会長） 

  １７番について、○○委員さん。 

 

○委員 ○○委員 

  これも同じで、３年間の期間が来ましたので、特に外部から苦情等はありませんので、

ご審議、よろしくお願いします。 

 

○議長（会長） 

  １８番について、○○委員さん。 

 

○委員 ○○委員 

  取りあえず、私も現地を確認いたしまして、他の方から悪い意見も無いので、引き続

き３年間の更新をするという事です。 

 

○議長（会長） 

  営農型の太陽光発電というのは、県下でも○○さんが、先駆けてやったという様なこ

とで、これが県下のモデルみたいな形にもなっています。特に、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   ） 

  無いようでしたら、１６番、１７番、１８番、一括して、採決したらと思います。承

認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

  全員挙手という事で、承認いたします。続いて、１９番について、事務局より説明願
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います。 

 

○事務局 

  １９番 渡人 ○○ ○○さん。受人 ○○ ○○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。平成２９年６月２７日、第３６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。 

 

○議長（会長） 

  これは、前任者の最後の総会で承認しておりますが、地元、○○委員さん、以後、何

かございますか。 

 

○委員 ○○委員 

  この方は、分家なんですけど私の所の近くに家を借りて住んでいる人が、親の近くに

良い土地があったので、ここに家を建てて、親の近くに住みたいとのお話しで、よろし

く、ということ以外では聞いていないんですけれど、お願いします。 

 

○議長（会長） 

  前任者の会で除外意見を決定しておりますが、皆さん、何かご意見ご質問はございま

すでしょうか。 

 

○委員 ○○委員 

  第３６回委員会で除外意見の決定というのは、何を除外する意見が決定されたんです

か。 

 

○事務局 

  農振整備計画において、農用地区域という指定の区域から除外する手続きの意見決定

を行いました。 

 

○議長（会長） 

  この件については、分家住宅という事ですが、農家住宅についても同様なんですけれ

ども、農地は農振法がありまして、農振の地域の中に農用地として守ろうと設定してい

る部分があります。除外意見というのは、その部分から外しましょうと。転用と除外と

２回委員会にかけるという事になりますので、そのような案件になっております。 

 

○委員 ○○委員 

  第１種農地なので、第１段階として、まず除外を行って、その後で転用という手順で、

２段階行わないといけない。 
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○議長（会長） 

  そうです。こういう状況の中ですので、家を建てるまでに転用が県に上がったり、こ

こで審議したりしますので、時間がかかるということです。 

 

○事務局 

  農地法と農業振興地域の整備に関する法律、２つの法律がありまして、農業振興地域

の整備に関する法律の方で、農用地という地区を設定しているんですけど、いわゆる農

地で守りましょうという地区なんですけど、そこからまず除外という手続きで農用地区

域から除外して、その後、農地法の法律で転用という手続きの２段階という、会長が言

われたようになっています。 

 

○委員 ○○委員 

  平成２９年６月２７日の除外意見は、県に上がって、県の方もオッケイが出て、この

申請になっている。 

 

○議長（会長） 

  他にご意見はございませんでしょうか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

  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   ） 

  全員挙手という事で、承認いたします。 

  これで議案審議、１９件について終わりました。 

 


