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第６期 第１４回東温市農業委員会議事録 

 

１．開催日時 平成３０年８月２９日（水） 午前１０時００分～ 

 

２．開催場所 東温市中央公民館 ２階 第１、第２研修室 

 

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                 （ ４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５条第１項の許可申請について         （ １件） 

   議案第４号 東温市農業委員会の農地利用最適化推進委員の募集について（ 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 

一同、礼。去る、８月１４日午前１時に８４歳でご逝去されました、農地利用最適化

推進委員、〇〇さんに対しまして、謹んで哀悼の意を表し、皆さんと一緒に黙とうをさ

せて頂きたいと思います。黙とう。 

（   黙とう   ） 

お直りください。ご着席下さい。 

それでは、只今から第１４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。本日も推進委員さんへ傍聴のご案内をしておりまして、５名の推進委員さんに

ご出席を頂いております。本日は、研修会、懇親会がございます。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。大変熱い夏が続いております。ここ２、３年、異常気

象となっております。すでに、山間部では、稲刈が始まっておりまして、通常より４日

から５日早くなっておるようです。積算温度で、稲が実ってきますので、この高い温度

の中、致し方ないように思います。高温障害が心配される中、水もほとんど無く、水路

で水が無くなる状況です。８月に〇〇推進委員さんがお亡くなりになり、我々も、ショ

ックを受けています。本日は、この後、研修会、夜に懇親会となっており、長い一日が

始まります。よろしくお願いいたします。 

 

○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、本日は７件、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 

１番 貸付人 〇〇 〇〇さん。借受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇番〇〇番〇

〇番〇〇、〇〇番〇〇。地目は、全て田。地積は、５５７㎡、４５７㎡、４４１㎡、９

４８㎡。計４筆。２，４０３㎡。貸付人の都合による解約でございます。 
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２番 貸付人 〇〇 〇〇さん。借受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇番〇〇、〇

〇番、〇〇番、〇〇番、〇〇番〇〇、〇〇番〇〇、〇〇番。地目は、全て田。地積は、

１，３０６㎡、１，３４５㎡、８４３㎡、１，０５１㎡、５５３㎡、６６９㎡、１，３

７７㎡。計７筆。７，１４４㎡。貸付人の都合による解約でございます。 

 

農地法関係 

３番 貸付人 〇〇 〇〇さん。借受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇番〇〇。地

目は、田。地積は、１，６７３㎡。借受人の都合による解約でございます。 

 

（２）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 

４番 貸付人 〇〇 〇〇さん。借受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇番〇〇。地

目は、田。地積は、１，１５４㎡。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４件の案件の説明をしましたが、何かご意見ありますか。 

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、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 

５番 譲渡人 〇〇 〇〇さん。譲受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇番〇〇、〇

〇番、〇〇番、〇〇番、〇〇番〇〇、〇〇番〇〇、〇〇番。地目は、全て田。地積は、

１，３０６㎡、１，３４５㎡、８４３㎡、１，０５１㎡、５５３㎡、６６９㎡、１，３

７７㎡。計７筆。７，１４４㎡。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、米。主な農機具の保有状況は、トラクター、田植機、コンバイ

ンを借用する予定です。労働力は、常時２人、臨時１人。耕作面積は、３，１３７㎡。

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。 

 

○議長（会長） 

事務局から説明がありましたが、まず地元は、〇〇委員さん説明をお願いします。 

 

○委員 〇〇委員 

譲渡人の〇〇さんと〇〇さんとの関係ですが、〇〇さんのお母さんの里のようです。

そのお母さんもお父さんも亡くなって、〇〇さんが相続されて、今、千葉県に住んでい

る。田については、３ページをご参照ください。〇〇番地の下にある所が〇〇さんの家

です。この地図の左側に〇〇があります。〇〇の東側と思って下さい。今まで〇〇が作
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っていましたが、〇〇さんも千葉県にいらして、弟さんがおられるようですが、兄弟も

千葉県とか神奈川県とかにおられ、田もいらない。おやじさんの住んでいた宅地も、全

部、更地にして、転売して、宅地の跡形もなく別の方が家を建てて、３分割して売って、

新しい家が出来ていました。宅地も農地も処分したいという事で、処分は親族に売りた

いと〇〇さんの意向もあり、〇〇さんのお母さんが出里なので、話がありました。〇〇

さんは今まで、サラリーマンをしていましたので、自分の土地も、〇〇さんに作っても

らっていた為、農機具も無く、本当に、耕作をするのかと、本人に聞きに行きました。

定年退職して、やります、という事でした。農機具も無いけれど、親戚に借りて、お父

さんの家の納屋に入れて、これから百姓をしますということです。経験もないけれど、

本人のしたい意識が強く、耕作放棄地にならないように、ちゃんと耕作しているか見に

行きますよ、と話もしました。皆さんご審議を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。 

この件について、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   ） 

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 

６番 渡人 〇〇 〇〇さん（持分２分の１）、〇〇 〇〇さん（持分２分の１）。受

人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇。地目は、田。地積は、２１１㎡。都市計画は、都

市計画区域外。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ことで、第１種農地と判断されます。転用目的は、倉庫兼作業

所。権利内容は、所有権移転。開発許可は、不要。転用許可は、必要。以上です。 

 

○議長（会長） 

この件につきまして、地元、〇〇委員さん説明をお願いします。 

 

○委員 〇〇委員 

〇〇さんは、〇〇の出身であります。ご両親は、亡くなりました。後、継がれる予定

でありました長男さんも亡くなりまして、田を作れない状況です。宅地は売却しまして、

土地もセットでという事だと思います。この辺りは、農業振興地域の農用地区域ですが、

この田だけが、農業振興地域の農用地区域外だそうです。〇〇の方が購入されるという

事で、近所迷惑にならないので、審議をよろしくお願いいたします。 
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○議長（会長） 

只今、〇〇委員さんから説明がありました。 

この件について、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。 

 

○委員 〇〇委員 

転用目的が倉庫兼作業所ですが、〇〇さんは、何をされておられる方でしょうか。 

 

○委員 〇〇委員 

直接お会いしておりませんが、代表人の方が代理で来られました。農業経験があると

いう事です。 

 

○委員 〇〇委員 

〇〇には、川の向こうの〇〇の裏側の所と元々の西側の〇〇があります。私は南方西

区ですが。 

 

○事務局 

〇〇さんは、〇〇で〇〇を営んでいます。事業を拡大したいということで、〇〇の宅

地を買われて、農地に新たに作業場を建築したいということで申請が出ております。現

在は、場所は〇〇で川の向こうで〇〇を営んでおります。 

 

○委員 〇〇委員 

わかりました。 

 

○議長（会長） 

他に、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。続きまして、７番お願いします。 

 

○事務局 

７番 渡人 〇〇 〇〇さん。受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇番〇〇、〇〇番

〇〇、〇〇番〇〇。地目は、全て田。地積は、７１２㎡、７２８㎡、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。他のどの農

地にも該当しないという事から第２種農地と判断されます。転用目的は、露天駐車場及

び露天資材置場。権利内容は、賃貸借権設定。開発許可は、不要。転用許可は、必要。

平成３０年６月６日、第１１回委員会で除外意見決定しております。以上です。 
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○議長（会長） 

７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 

行政書士さんに、説明に来て頂きました。数十年前に駐車場になった時点で、東温市

の税務課から雑種地で請求があったそうです。〇〇さんは税金が上がっていたので、も

う、良いのかなと思っていたそうです。ここは、土地改良区が絡んでない、水利権のな

い土地なので、改良区でも管理出来ていません。以上です。 

 

○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。 

 

○委員 〇〇委員 

水利権がないというのは、改良区に入ってないという事ですか。 

 

○委員 〇〇委員 

この土地は、自家水で川の水を使っていません。〇〇の取水のポンプも使っていませ

ん。土地の横に自分が井門を掘って使っています。元、〇〇さんで、今、〇〇さんがあ

って、そこから西で道路を越して〇〇までは、水利権はありません。改良区は関係して

いません。立会なども、地元の議員さんや区長がしているそうです。 

 

○委員 〇〇委員 

分かりました。 

 

○議長（会長） 

他にありませんか。すでにこの件につきましては、第１１回委員会で決定しておりま

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、追加議案で〇〇委員さんがお亡

くなり、東温市農業委員会の農地利用最適化推進委員の募集について、事務局より説明

いたします。 

 

○事務局長 

追加の議案について説明します。東温市農地利用最適化推進委員の募集について、〇

〇委員さんの欠員について、資料１は、最適化委員の委嘱に関する規則です。１，２ペ

ージに地区名と、定員を定めています。３ページに推進委員の補充、第８条第１項、欠

員が生じた場合、この規則に定める手続きに基づき、速やかに推進委員の補充に努めな

ければならない。第２項は、欠員が定数の３分の１を超えた場合は、この規則に定める
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手続きに基づき、速やかに推進委員を補充しなければならないとなっています。今回は、

１名の欠員で、定員の３分の１の欠員ではないですが、規定にありますように、補充に

努めなければなりません。今後、農地の適正化を円滑に推進していくうえでは、各地区

に適正な人数が必要ではないかと考えておりますし、推進委員を補充してはという意見

もあります。今回、この委員会でお計りしたいと思います。 

 

○事務局 

資料２は、募集要項です。規則につきましては、資料１に書かれております。この募

集内容は、平成２９年度に募集した内容と変更はありません。募集人数は１名。募集地

区名は、北方の上古市、下古市、西古市、西中村、東中村を担当です。受付期間は、平

成３０年９月１４日（金）から平成３０年１０月１２日（金）おおむね１ヵ月間です。

委員の任期は、農業委員会が委嘱した日（平成３０年１１月９日となる見込み）から平

成３２年７月１９日までとなっております。応募人員が１名の場合は、１１月９日農業

委員会で承認を得れば決定します。１名を超えた場合は、選考方法の、定数を超えた場

合その他必要と認めた場合には、評価委員会による評価を行います。評価委員会が選考

を行い、その内容を農業委員会に報告して、推薦して頂いた方の承認、決定、委嘱を行

います。順調に行けば、新しい委員さんは、１１月９日から業務を開始します。以上で

す。 

 

○議長（会長） 

規則では補充に努めなければならないとなっております。必ずではないのですが、今

後の北方地区での業務に関して支障をきたすのではないかと思われますので、補充した

いと思います。事務局が説明した内容で不明な点がありましたら、ご質問下さい。無い

ようでしたら、補充をするか、どうかを挙手で決めたらと思います。北方地区の補充を

するべきと思われる方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手ですので、推進委員の追加募集を行う事とします。この件につきましては、

事務局に、説明して頂いた内容で募集をお願いします。 

以上で、本日の議案は全て終了しました。 


