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第６期 第１３回東温市農業委員会議事録 

 

１．開催日時 平成３０年８月８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（１６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            （ ２件） 

   議案第３号 農地法第５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     （ １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１３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１６名です。〇〇委員さん、〇〇委員さん、〇〇委員さ

んから欠席の連絡がありました。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

日も推進委員さんへ傍聴のご案内をしておりまして、〇〇推進委員さんにご出席を頂い

ております。本日は、この後、合同会がございます。長時間になりますがよろしくお願

いいたします。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。今年の夏は、異常気象、猛暑となっております。この

前の逆走した台風以来、雨が無いという状況です。雨が降る望みが薄くなっております。

このような気象状況が当たり前になってくるかと心配になっています。稲の状況は、順

調に生育しているみたいです。この異常気象ですので、分けつ過多が起きているのかな

と感じています。今日は、後で、推進委員さんとの合同会という事もありますので、議

案審議は全部で１４件ございますが、スムーズな審議を行ったらと思いますので、よろ

しくお願いします。 

 

○事務局長 

  それでは、会長、審議の進行をお願いします。 

 

○議長（会長） 

  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１４件ございます。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４条第１項第７号の規定による届出の受理 

 １番 所有者 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇。〇〇。地目は、田。６０２㎡の内５

８１㎡。７４３㎡。計２筆。計１，３２４㎡。都市計画は、市街化区域で志津川土地区

画整理事業内農地。転用目的は、集合住宅。 

 

 ２番 所有者 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇。〇〇。地目は、田。５５１㎡。３７

２㎡。計２筆。計９２３㎡。都市計画は、市街化区域。転用目的は貸住宅。 

 

（２）農地法第５条第１項第６号の規定による届出の受理 
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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。地目は、田。

５０㎡。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 〇〇 〇〇さん。受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇。地目は、畑。

６５１㎡。都市計画は、市街化区域。転用目的は、資材置場。所有権移転を実施します。 

 

 ５番 渡人 〇〇 〇〇さん。受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇。地目は、田。

３０５㎡。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 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。〇〇。地目は、田。２５１㎡。１９㎡。計２筆。計２７０㎡。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 〇〇 〇〇さん。借受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇。地目は、

田。７１２㎡。貸付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。地目は、

田。３２１㎡。借受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 〇〇 〇〇さん。借受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇。〇〇。地

目は田。６６４㎡。１，８９７㎡。計２筆。計２,５６１㎡。借受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９件の案件の説明をしましたが、何かご意見ありますか。 

 

○委員 〇〇委員 

２番案件で、〇〇さんは、貸住宅となっておりますが、病院を建てると聞いています。

申請は、貸住宅でしょうか。 

 

○事務局 

受理した申請書を確認しますと、貸住宅という事で、図面、区画割を見ますと、病院
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ではないと思います。 

 

○委員 〇〇委員 

貸住宅でなく、病院を建てることになったら、申請のやり直しですか。 

 

○事務局 

転用申請で、市街化区域になっておりますので、転用は大丈夫ですが、建築の変更が

出てくる可能性があると思います。 

 

○委員 〇〇委員 

病院だったら、農地法違反になってくるのではないでしょうか。 

 

○事務局 

農地法違反とまでは、ならないと思います。建築確認に、この受理書を添付する必要

があります。そうすると、建築確認との整合性が取れないとなるので、建築確認の方か

ら、一度受理返還して、再度、提出という事になる可能性はありますが、違法であると

までは言えないと思います。いずれにいたしても、市街化農地ですので、基本的に農業

委員会としては、届出になります。許可ではございませんので、書類上だけの問題にな

ると思います。先程、申し上げましたとおり、私どもでは書類上の建築図面、計画図等

を頂いて、見たところ、住宅という事で、それ以上のことは出来ないのかと思います。

今後の建築サイドでのやり取りになるのかと思います。ここを病院で出したとしても受

理しますし、貸住宅にしても、どちらにしても届出は受理する案件だと思います。それ

は今後の建築サイドの問題になると思います。 

 

○委員 〇〇委員 

分かりました。 

 

○委員 〇〇委員 

土地改良からしますと、病院であったら浄化槽を設置したり等、どのような状況にな

るのか分かりませんが、役所としたら横のつながりを取って頂いて、土地改良も知って

おかないといけないと思います。前も〇〇のレストランを造って、元々の申請と違って、

後で変えて、結局、お金を貰えずに変なことになっているみたいです。そのようなこと

があるので、改良区からすると横のつながりを取っておく必要があるのかと思います。 

 

○事務局 

建築の申請が出たら、開発許可部門の水道、下水道等、全て合議します。疑問点があ

れば、お互いで指摘し合い是正していくので間違いはないと思います。 

 

○議長（会長） 

他にありませんか。 
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（   意見 ・ 質問   なし   ） 

無いようでしたら、承認して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、２件議題といたします。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 

１０番 譲渡人 〇〇 〇〇さん。譲受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、〇〇。

地目は、田。２６９㎡。１，７９５㎡。計２筆。計２，０６４㎡。譲受人の耕作等の状

況ですが、権利内容は、所有権移転・売買。作付作物は、イチゴ、麦、野菜。主な農機

具の保有状況は、トラクター、コンバイン、管理機、動噴、ビニールハウス。労働力は、

常時３人。耕作面積は、５，２３９㎡。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項各項の許可要件の１から７の要件に該当しない為、許可要件の全てを満

たしていると考えています。 

 

１１番 譲渡人 〇〇 〇〇さん。譲受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇。地目は、

田。７１２㎡。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、トラクター、田植機、コンバイン、軽四。労働力は、常時２人。耕作

面積は、１１,１５７㎡。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

各項の許可要件の１から７の要件に該当しない為、許可要件の全てを満たしていると考

えています。以上です。 

 

○議長（会長） 

事務局から説明があったんですが、まず１０番から審議したいと思います。地元は、

〇〇委員さん説明をお願いします。 

 

○委員 〇〇委員 

６ページをご参照ください。譲受人の〇〇さんは、主としてイチゴ栽培をしている認

定農業者です。〇〇さん所有の〇〇、〇〇は、１０年前から木が生え、葛葉が生い茂っ

て荒廃農地の状態でした。〇〇さんと連絡もつかないままになっておりましたが、今回、

このような話になり、周囲への影響も解決されることになりました。〇〇さんの父親、

〇〇さんも認定農業者で借入れの田も含めると、おおよそ、２町ぐらいありますが、こ

の内、６反、イチゴハウスを建てて経営しております。〇〇でも、２反ぐらいの建てた

ハウスを借り受けて、〇〇さんとイチゴ栽培の経営をしているとのことです。今回、〇

〇の土地に〇〇さんが、ハウスを建てて、イチゴ栽培をするように進めています。積極

的に農業経営に取り組んでいます。ご審議をよろしくお願いします。 

 

○議長（会長） 
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只今、〇〇委員さんから説明がありました。 

１０番について、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   ） 

  先程の委員さんの説明を聞きますと、特に問題は無いように思います。 

早速、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、１１番について、〇〇委員さんお願いします。 

 

○委員 〇〇委員 

７ページを見てください。〇〇さんと〇〇さんは、家が隣同士です。その間の畑です。

〇〇さんのご主人が２、３年前に亡くなりましたが、農業は全然していませんでした。

〇〇さんが借りる以前から、〇〇さんと弟の〇〇さんで畑を作っていました。〇〇さん

の子供さんは、女の子一人です。結婚もしていなくて、畑を持っていても荒れさせてし

まう事で、こういう話になったのだろうと思います。ご審議の程、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、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、議案第３号 農地法第５条第１項の許可申請について２件を議題としま

す。事務局より説明願います。 

 

○事務局 

議案第３号 農地法第５条第１項の許可申請について 

１２番 渡人 〇〇 〇〇さん。受人 〇〇 〇〇さん、〇〇さん。土地は、〇〇。

地目は、田。４１５㎡。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、ガス管の内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２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、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。 

 

１３番 渡人 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇さん、〇〇 〇〇さん。〇〇 〇〇 〇〇さ

ん。受人 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇。〇〇。地目は、田。４９０㎡、

５０４㎡。計２筆、計９９４㎡、都市計画は、市街化調整区域。農地区分は、第３種農
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地。転用目的は、修理工場、販売店舗、駐輪場。権利内容は、賃借権設定。開発許可は、

必要。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。まず、１２番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 

立ち合いに行きました。〇〇さんの自宅の北の方で、娘さんが結婚されて地元に帰り

たいという事で、地元の方も人口が増えるという事で歓迎しています。問題はないと思

います。宜しくお願い致します。 

 

○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、ご意見ご質問は、何か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。 

 

○議長（会長） 

１３番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 

〇〇さんが修理工場、販売店舗を拡大したいということで、地図９ページ１３番を見

てください。〇〇を西に下って頂き、〇〇の手前の〇〇の北側に〇〇の販売店舗があり

ます。最近、機械化、大型化してきて、煙突のついたコンバイン、キャビン付きのトラ

クターなど、現状の施設では、対応できなくなり、西側の〇〇さんの土地に新しく修理

工場を建てたいという事で、申請がありました。ご審議宜しくお願い致します。 

 

○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   ） 

それでは、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。事務局は、慎重に進めるようにしてくださ

い。 

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し

ます。事務局より説明願いします。 
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○事務局 

 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。農用地区域からの

除外になります。 

１４番 所有者 〇〇 〇〇さん。申出者 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇。地目は、

田。３０６㎡。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。開発許可は、不要。転用許可は、必要。以上です。 

 

○議長（会長） 

只今、事務局から説明がありましたが、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 

  〇〇さんの娘婿の農家住宅を建てるという事です。地図１０ページを見てください。

〇〇さん宅のすぐ横で、〇〇の西側に隣接しています。第１種農地ですが、農家住宅を

建てるのは問題ないと思います。ご審議、宜しくお願い致します。 

 

○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、何かご意見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。 

以上で、本日の提出議案は、全て終了しました。 

 


