
1 

第６期 第１１回東温市農業委員会議事録 

 

１．開催日時 平成３０年６月６日（水） 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（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                 （１２件） 

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

   議案第３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） 

  

７. 農業委員会事務局職員（４人） 
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８．会議の概要 

○事務局長 

皆さん、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１１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、農業委員総数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。本日は、推進委員さんの傍聴はございません。本日は、この後、合同会を行い

ます。長時間になりますが、よろしくお願いします。それでは開会にあたりまして、会

長からご挨拶を頂きます。 

 

○会長 

  皆さん、おはようございます。農繁期の真っ只中、大変お忙しいかと思います。梅雨

に入りまして、昨日は久々の雨となりました。田植え等も延びるかなと思います。大き

な流れの中で、６月１日に土地改良法が国会を通過しております。来年４月から施行と

なりますので、土地改良区も今年の秋から忙しくなるかと思います。本日は、この後、

合同会議がありますので、早速、議案の審議に入りたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

 

○事務局長 

  それでは、会長、議事進行をお願いします。 

 

○議長（会長） 

  それでは、本日の欠席委員さんは〇〇委員さん〇〇委員さんです。議事録署名人の指

名についてですが、本日は、〇〇番の〇〇委員さん、〇〇番の〇〇委員さん、よろしく

お願いします。 

  早速ですが、議案審議に入ったらと思います。本日は議案１９件ございます。慎重な

審議をお願いしたらと思います。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 〇〇 〇〇さん。受人 〇〇 〇〇さん。〇〇 〇〇さん。土地は、〇

〇、田、２８９㎡。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 〇〇 〇〇さん。〇〇 〇〇さん。〇〇 〇〇さん。受人 〇〇 〇〇

さん。土地は、〇〇、田、４５㎡。〇〇、田、６５㎡。〇〇、田、１５０㎡。〇〇、田、

２１９㎡。計４筆。計４７９㎡。都市計画は、市街化区域。転用目的は、共同住宅。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 〇〇 〇〇さん。受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、４２５㎡。

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 〇〇 〇〇さん。借受人 〇〇 〇〇さん。土地は〇〇、田、５７８

㎡。借受人の都合による解約でございます。 

 

 ５番 貸付人 〇〇 〇〇さん。借受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、１，

４０１㎡。貸付人の都合による解約でございます。 

 

 ６番 貸付人 〇〇 〇〇さん。借受人 〇〇 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、

７３７㎡。〇〇、田、１，０２５㎡。〇〇、田、９４４㎡。計３筆。計２，７０６㎡。

借受人の都合による解約でございます。 

 

 ７番 貸付人 〇〇 〇〇さん。借受人 〇〇 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、

１１０㎡。〇〇、田、１，３９６㎡。〇〇、田、５７１㎡。〇〇、田、１，０９０㎡。

〇〇、田、３５５㎡。〇〇、田、３６９㎡。〇〇、田、４８６㎡。計７筆。計４，３７

７㎡。借受人の都合による解約でございます。 

 

農地法関係。 

８番 貸付人 〇〇 〇〇さん。借受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、５８

１㎡。〇〇、田、１，００５㎡。〇〇、田、１，１４８㎡。〇〇、田、２８０㎡。〇〇、

田、２９２㎡。〇〇、畑、１０４㎡。〇〇、畑、１，１０７㎡。〇〇、畑、５１６㎡。

〇〇、畑、５，０５１㎡。〇〇、田、２，６８６㎡。〇〇、田、６５６㎡。計１１筆。

計１３，４２６㎡。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 〇〇 〇〇 〇〇さん。借受人 〇〇 〇〇 〇〇さん。土地は、〇

〇、田、７３７㎡。〇〇、田、１，０２５㎡。〇〇、田、９４４㎡。計３筆。計２，７

０６㎡。貸付人の都合による解約でございます。 

 

１０番 貸付人 〇〇 〇〇 〇〇さん。借受人 〇〇 〇〇 〇〇さん。土地は、

〇〇、田、１１０㎡。〇〇、田、１，３９６㎡。〇〇、田、５７１㎡。〇〇、田、１，

０９０㎡。〇〇、田、３５５㎡。〇〇、田、３６９㎡。〇〇、田、４８６㎡。計７筆。

計４，３７７㎡。貸付人の都合による解約でございます。 
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１１番 貸付人 〇〇 〇〇 〇〇さん。借受人 〇〇 〇〇 〇〇さん。土地は、

〇〇、田、８５８㎡。借受人の都合による解約でございます。 

 

１２番 貸付人 〇〇 〇〇 〇〇さん。借受人 〇〇 〇〇 〇〇さん。土地は、

〇〇、田、８５８㎡。貸付人の都合による解約でございます。 

 

○議長（会長） 

只今、事務局から１２の案件の説明をして頂きましたが、何かご意見ありますか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

無いようでしたら、承認よろしいでしょうか。 

（   承認   ） 

議案第１号 専決処理事案について承認いたします。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、５件あります。事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

  議案第２号 農地法第３条の許可申請について。 

１３番 譲渡人 〇〇 〇〇さん。譲受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、２，

５２５㎡。権利内容は、所有権移転・売買。作付作物は、米、野菜、果樹。主な農機具

の保有状況は、トラクター、自走式田植え機、コンバイン。労働力は、常時２人。耕作

面積は、９，７６３㎡。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、下限面積が４０アールの地区は除く、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） 

只今、事務局から説明を受けましたが、〇〇委員さん確認結果の報告をお願いします。 

 

○委員 〇〇委員 

受人の〇〇さんは、譲渡人の〇〇の身内で、おやじさん同士が兄弟で、体を悪くして、

〇〇さんに譲りたいという事です。よろしくお願いします。 

 

○議長（会長） 

只今、〇〇委員さんから説明がありました。 

皆さんから、ご意見ご質問をお伺いしたいのですが、何かございますでしょうか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

特に、問題無いようでしたら、採決したいと思います。承認される方の挙手を求めま

す。 
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（   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番について事務局より説

明願います。 

 

○事務局 

１４番 譲渡人 〇〇 〇〇さん。譲受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、７

１５㎡。権利内容は、所有権移転・売買。作付作物は、米、野菜。主な農機具の保有状

況は、トラクター、田植え機、コンバイン。労働力は、常時２人。耕作面積は、５，２

０９㎡。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、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） 

  この件について、〇〇委員さん。 

 

○委員 〇〇委員 

  １４番に関しては、事務局に質問したいです。書類上は問題ないですが、宅地化する

のが目的であると聞いています。事務局にお願いしたいのは、宅地化するのに何年耕作

する必要があるか、無断転用しないように、指導して頂けるか、譲受人の方は、過去に

転売目的で土地を買っては、宅地化して売っている実例があります。以上、ご審議よろ

しくお願いします。 

 

○議長（会長） 

只今、〇〇委員さんから説明ありました。ご意見ご質問は、ございますでしょうか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

 

○委員 〇〇委員 

事務局は４条、５条の申請が出てきたら、すぐに分かりますよね。 

 

○事務局 

はい、わかります。今のところは、３年耕作しますという事で３条申請がでてきてい

ます。今後、条件が満たせれば、宅地にできます。〇〇なので、今のところは難しいと

は思います。申請が出てきたら、県とも相談して審議したいと思います。 

 

○事務局 

農地として取得後、３年３作は転用できません。その後申請によって、４条５条申請

で転用されることは、担保されておりますが、この土地は農振農用地ですので、簡単に

宅地には出来ません。どなたが宅地として建てるか、転用されるかという問題は非常に

大きい問題で、〇〇さんが自分の家を建てられません。造成いたしましても、７１５㎡

ですので、かなり広いです。３区画に割って分譲地としても、市街化調整区域ですので、
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できません。色々な縛りがありますので、不可能かと思われます。なお、違反転用等に

ついては、地元の委員さんも目を光らせていただいて、怪しい場合は通報していただい

たら、事務局としても県に通報して適切に対処したいと思います。地元委員さん宜しく

お願い致します。 

 

○議長（会長） 

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   ） 

特に問題無いようでしたら、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   ） 

全員、挙手という事で、承認いたします。続きまして、１５番について事務局より説

明願います。 

 

○事務局 

１５番 譲渡人 〇〇 〇〇さん。譲受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、畑、１

５５㎡。権利内容は、所有権移転・売買。作付作物は、米、野菜。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、軽トラック。労働力は、常時３人。

耕作面積は、４，８２５㎡。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、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） 

  この件について、〇〇委員さん。 

 

○委員 〇〇委員 

譲渡人と譲受人は親戚関係になります。〇〇さんが畑で野菜を作っておりますが、家

からかなり離れた場所で、車に乗って作りに行っております。家の裏に、〇〇さんの土

地がありまして、譲りたいという事です。〇〇さんとしては、この土地を購入して、自

家野菜を作っていきたいと言われ申請しました。よろしくお願い致します。 

 

○議長（会長） 

只今、地元、〇〇委員さんから説明ありました。皆さんの方から、ご意見ご質問はご

ざいますでしょうか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

特に、問題無いようでしたら、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   ） 

全員、挙手という事で、承認いたします。続きまして、１６番について事務局より説

明願います。 
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○事務局 

１６番 譲渡人 〇〇 〇〇さん。譲受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、８

１６㎡。権利内容は、所有権移転・贈与。作付作物は、米、野菜。主な農機具の保有状

況は、トラクター、耕うん機、田植え機、コンバイン、乾燥機。労働力は、常時４人。

耕作面積は、２８，４６９㎡。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、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） 

  この件について、地元は〇〇委員さん、確認結果をお願いします。 

 

○委員 〇〇委員 

〇〇地区の〇〇委員さんが欠席されておりますので、隣接する農業委員が説明させて

頂きます。〇〇さんと〇〇さんは親子です。息子の〇〇さんが次代を担う農業者で、農

業で生計を立てたいという事です。青年就農給付金、今は農業次世代人材投資資金と言

われ、それをもらう為には、父親の名義ではなく、〇〇さんへ１枚でも所有権移転しな

くてはなりません。それで、贈与するという事です。今後の農業の担い手としてやって

いく強い意志があります。労働力の常時４人も、父親夫婦、本人、弟さんです。特に問

題はないかと思います。審議よろしくお願い致します。以上です。 

 

○議長（会長） 

只今、〇〇委員さんから説明ありました。何かご意見ご質問はございますでしょうか。 

 

○委員 〇〇委員 

これ自体ではないですが、補助金を受ける、審査するのも、農業委員会事務局ですか。 

 

○事務局長 

地域農業再生協議会の中で審査しています。その構成メンバーの中に、会長が入って

います。 

 

○委員 〇〇委員 

  もちろん、土地を持っていないといけないから、登記簿謄本とかを出して、一応、所

有権ありますよという事で、１５０万の審査をするということですね。 

 

○事務局長 

  そうですね。 

 

○議長（会長） 

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   ） 
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特に問題無いようでしたら、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   ） 

全員、挙手という事で、承認いたします。続きまして、１７番について事務局より説

明願います。 

 

○事務局 

１７番 譲渡人 〇〇 〇〇さん。〇〇 〇〇さん。〇〇 〇〇さん。〇〇 〇〇さ

ん。〇〇 〇〇さん。譲受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、１,１７６㎡。〇〇、

田、１，４５０㎡。計２筆。計２，６２６㎡。権利内容は、所有権移転・競売。作付作

物は、野菜、柿。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１

人、臨時２人。耕作面積は、１８，３２３㎡。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、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。この案件につきましては、平成３０年４月６日

第９回委員会で農地法第３条第１項目的の競売に係る買受適格証明願を承認しています。

以上です。 

 

○議長（会長） 

  この件について、第９回委員会で農地法第３条第１項目的の競売に係る買受適格証明

願を承認しています。それ以後の形態についてありましたら、〇〇委員さんお願いしま

す。 

 

○委員 〇〇委員 

何日か前に横を通ってみましたら、さっそく田植えをしていました。まじめに一生懸

命にやっている感じでした。 

 

○議長（会長） 

この件につきましては第９回の委員会で審議していますので、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   ） 

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３号 農業振興地域整備計画の変更に係る意見について、農用地区域からの除

外。 

１８番 所有者 〇〇 〇〇さん。申出者 〇〇 〇〇 〇〇。土地は、〇〇、田、

７１２㎡。〇〇、田、７２８㎡。〇〇、田、８２０㎡。計３筆。計２，２６０㎡。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、露天駐車場。開発許可は、

不要。転用許可は、必要。以上です。 
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○議長（会長） 

この件につきましては、地元の〇〇委員さん、確認状況をお願いします。 

 

○委員 〇〇委員 

地図最後のページの〇〇です。左側に、〇〇があります。〇〇、〇〇の下請けだった

会社があって、私が知っている限りでは、かなり前から露天駐車場になっていたので、

まさかこの農地が農地のままになっているとは思っていませんでした。今回、３筆農地

転用をして露天駐車場にするという事で申請がありました。１０年、２０年前から露天

駐車場になっています。よろしく審議お願いします。 

 

○議長（会長） 

皆さんからご意見ご質問はございますでしょうか。 

 

○委員 〇〇委員 

今まで農地で無い、このような場合は、一度、農地に戻してくれと指導しています。

私らの地区にもそのようなものがありまして、元に戻さないと申請が通らないと話して

いるのですが、その辺りはいかがでしょうか。指導の方針が変わるというものは、どう

なのかと思います。 

 

○議長（会長） 

皆さんにご意見伺わないといけませんが、農地法で基本的には現況復旧といわれてお

ります。今までもありましたが、耕作放棄地に取り組んでいるなかで、始末書等で済ま

せた事例はあります。この場合、どのように扱うのが適当か、審議願いたいと思います。 

 

○委員 〇〇委員 

ここは、〇〇の土地改良区の管轄でないです。水利権のない所です。自家井戸を掘っ

ていてやっているみたいです。改良区の管轄でもあれば、水利費の問題とか分かってく

ると思うんですけど、分からなかった部分に盲点があったということです。地元の前の

委員さんにも聞きに行ったんですけれど、気が付かなかったようです。こういう事例が

他にもあると思います。税金も雑種地でなく、田なので、軽減されていると思います。

農業委員会として、どのようにするのか、ある程度方針を決めていたら良いかと思いま

す。 

 

○委員 〇〇委員 

実際、前にも、事例があったと思います。現地を復旧するとか、始末書、顛末書とか

いう話も出たと思います。いずれにしても、例はあるんです。現地を水田に戻して欲し

いと言っているんです。結局、申請を取り下げたように思います。そのままなんです。

はたして、そのままでも良いものかと。 
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○委員 〇〇委員 

改良区でもあったら水利権でもあったら、少しでも早く分かっていたと思うんです。

新田で、盲点みたいなところもあったみたいです。 

 

○委員 〇〇委員 

  言っている所もそのような所なんですよ。田んぼにはなりにくいところなんですよ。

地目が田だったら。 

 

○委員 〇〇委員 

今後、東温市として、どうしていくかですよね。 

 

○委員 〇〇委員 

今後、どうするかというか、前々から問題なので、今からどうこうという問題ではな

いんでね。 

 

○委員 〇〇委員 

  今は、出来てないでしょ。 

 

○委員 〇〇委員 

  そういう指導はしているということです。向こうは、諦めたということです。 

 

○議長（会長） 

農地を農地として活用していないのが問題です。ただ、このようになった場合に、こ

れから始まる調査にも同じような事が出てくると思います。農地のまま残して、農業委

員会が非農地証明を出すということもあります。どのみち田にならないとなれば、この

際、ルールを決めて、対応しておく必要があるかなとも思います。非農地証明を出して

も、農地として残りますから、農地として完全に使わないのだったら、現況復旧、多大

な費用のいるようなことを求めずに、できれば始末書で処理してもどうかと思ったりも

します。 

 

○事務局 

判断基準としては、農地区分が大事かなと県も見解を示しています。甲種農地、１種

農地につきましては、原状回復をしなさい。原状回復命令は、県知事名で出ます。農業

委員会から進達して、県が原状回復命令を出して、強制代執行までできる手続きとなっ

ています。しかし、県も困り、指導してくださいとなり、農業委員会で指導を続けるこ

とになります。先ほど、委員さんが言われた、判断基準は、甲種、１種農地は、優良農

地ですから、原状回復しなさいとなります。この場合、この農地は２種農地となります

ので、転用許可が可能であるという事であれば、追認で許可を取りなさいという指導に

なると思います。判断基準は、そこの農地区分がどういうものかで、広い農地のど真ん

中にぽつんとできたら、周辺に影響も大きいかと思います。そういう場合は、原状回復
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しなさいという指導になります。今回の場合でしたら、既存の施設の隣接地でもありま

すし、高速道路と重信川と美川、松山線に分断された農地という事で２種農地ですので、

追認許可を取りなさいという事になろうかと思います。原状回復するよりは、この手続

きの費用のほうが、〇〇さんの負担は大きいと思います。原状回復して、〇〇さんは、

農地として耕作の意思はないと思われ、原状回復命令を出して誰が耕作するのかという

問題も起こってきますので、総合的に考えて、どう判断するかとなります。おそらく、

県もそのような判断になると思います。１種農地でこういうものがあれば、許可になり

ませんので、原状回復しなさいよと、２種農地であれば、許可になりうるものですから、

追認で許可取りなさいとなると考えます。 

 

○委員 〇〇委員 

地図の申請地の南の駐車場の所は、転用されていますか。 

 

○委員 〇〇委員 

おそらく駐車場に転用されておると思います。 

 

○事務局 

手元の資料はないですが、おそらく転用されていると思います。確認しておきます。 

 

○委員 〇〇委員 

工業団地等で発覚したのではないかと思います。 

 

○委員 〇〇委員 

今回、不正転用が続いていた大元は、所有者に落ち度があったのか、前に借りていた

〇〇さんに落ち度があるのか。責任は、どちらになるんですか。 

 

○事務局 

双方にあると思いますが、この場合の始末書は、〇〇ではなくて、申請人の〇〇の始

末書になります。このような事業の場合は、違反転用を行った法人が解散していたり、

そのようなことになり、始末書の書きようがないので、この場合の始末書は〇〇の名前

で書いて頂くことになります。 

 

○委員 〇〇委員 

  申請時点では、所有者が司法書士さんを通じて、手順的には申請するんですよね。借

受人がするんですか。 

 

○事務局 

  借受人がします。これは、農振の除外なので、借受人が申請します。農地転用が次、

出てきますので、双方の連名になります。 
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○議長（会長） 

他にありませんか。只今、説明を受けた内容で、採決したらと思うんですけど、承認

される方の挙手を求めます。 

もし、他にご意見があるのなら 

 

○委員 〇〇委員 

最終的にどうするのか。始末書で済ますのか。 

 

○委員 〇〇委員 

前回は始末書を出して、処理して頂いたと思うんですが、事務局で確認して頂いたら。

どんなんですか。 

 

○事務局 

今までにも、このようなケースが何件かありまして、始末書を出して頂いて、違反な

んですけど、違反を解消する目的で追認案件ということで、承認を頂いているケースが

あります。 

 

○委員 〇〇委員 

  始末書だけですか。 

 

○事務局 

そうです。 

 

○議長（会長） 

以前にも何件か事例があり、承認頂いております。 

 

○委員 〇〇委員 

始末書を書いたら良いだけでは、今後の事もありますよね。ずっと駐車場になってい

る所などもあります。ただ始末書を出したら、それで終わりますよね。今後の指導みた

いなものがないと。 

 

○議長（会長） 

今年度、これから始まる調査がきちんとしていないと、このような問題が出てきます。

委員会としては、これを知って、すぐに対処出来るようにしておかないといけません。

かなりの案件が出てくるかと思います。５０年近く、国の減反政策の裏返しかとも思い

ます。他にありませんか。採決して良いでしょうか。 

 

○委員 〇〇委員 

どのように採決するのでしょうか。始末書で済ますのでしょうか。 
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○議長（会長） 

第２種農地ということもありまして、今までのように始末書で処理していったらどう

でしょうか。 

 

○委員 〇〇委員 

先ほど話された事を、指導の目安として文章にして頂くよう、お願いしたいと思いま

す。 

 

○事務局 

原状回復命令は、県知事です。この場合でしたら、原状回復命令はまず出ません。２

種、３種は追認でも良いので許可を取るように指導となります。甲種、１種は原状回復

命令の可能性があります。判断基準としては、農地区分、何種かと思います。それに合

わせて、指導して頂いたらと思います。 

 

○委員 〇〇委員 

では、始末書を出すということですか。 

 

○事務局 

始末書１枚だけという訳ではないので、膨大な資料を行政書士にお願いして、作るわ

けですから、個人の費用負担もかなり出てきます。それも一つのペナルティになるでし

ょう。それに委員さんそれぞれの地域を見て頂いて、違反転用をこれから増やさない事

が大事です。委員さんと事務局が一緒になって、対処していきたいと思います。 

 

○議長（会長） 

今のお話でお分かりになられたと思います。皆さんも遭遇してくる事が出てくると思

います。他にご意見はございませんでしょうか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

これからは、始末書等で解決していく事で承認して頂けますでしょうか。承認される

方の挙手を求めます。 

（   数名挙手   ） 

反対の方。 

（   数名挙手   ） 

保留される方。 

（   数名挙手   ） 

この件につきましては、賛成多数という事で、承認いたします。 

 

○委員 〇〇委員 

この承認は、再度、始末書を出して頂いくという事ですか。これからは、そのように

するという事の承認なのか、はっきりしていたほうが、良いと思います。 
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○委員 〇〇委員 

  今回だけの意味で、マニュアルが出来てから、別問題としてとらえて良いですかね。 

 

○議長（会長） 

今回の案件について、始末書を添付するという事です。 

 

○委員 〇〇委員 

元に戻すか、始末書を出すかですね。 

 

○議長（会長） 

  農地区分を見てですね。農振地域からの除外ということですが、許可されれば、転用

申請が出て来ると思います。この段階で、始末書は取っておいた方が良いのですか。 

 

○事務局 

この件につきましては、始末書が出ています。始末書が出ていないと、議案にあげる

ことが出来ないので。 

 

○議長（会長） 

次に１９番についてお願いします。 

 

○事務局 

１９番 所有者 〇〇 〇〇さん、申出者 〇〇 〇〇さん、土地は、〇〇、田、１，

３１７㎡の内３４１㎡。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、分家住宅。開発許可は、必要。転用許可は、必要。以上です。 

 

○議長（会長） 

地元は〇〇委員さんですが、〇〇委員さんがいませんので、事務局から説明をお願い

します。 

 

○事務局 

〇〇さんの義理のお父さんが〇〇さんです。〇〇さんの娘さんの旦那さんが分家住宅

を建てたいという事で、農地から除外申請があった案件です。 

 

○議長（会長） 

  地元、〇〇委員さん、何か問題になるようなことはありませんか。 

 

○委員 〇〇委員 

  この件について、何も聞いていなかったので、現地確認も出来ていません。地図を見

てみますと、以前、〇〇という食堂があった所の近くです。特に他の農地に影響がある
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ようには考えられません。特に、問題無いかと思われます。 

 

○事務局 

  何ら、問題の無い案件だと思います。 

 

○議長（会長） 

  地元委員さんが欠席されており、判断しにくいかと思いますが、第２種農地の分家住

宅で一筆全部をするのではないと分かります。みなさん、何か意見ありますか。 

（   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、全案件終了しました。 


