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第６期 第１８回東温市農業委員会議事録 

 

１．開催日時 平成３１年１月８日（火） 午前９時３０分～ 

 

２．開催場所 東温市役所 ４階 大会議室 

 

３．出席委員（１８人） 

 

４．欠席委員（１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                  （１５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 農業振興地域整備計画の変更に係る意見について      （ ３件） 

  議案第４号 農地法第３条第２項第５号に定める別段の面積の見直しについて 

                                    （ 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。それでは、只今から第１８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１８名です。〇〇委員さんから欠席の届けが

でております。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、〇〇推進委

員さんの傍聴がございます。開会にあたり、会長からご挨拶を頂きます。 

 

○会長 

  皆さん、新年あけましておめでとうございます。皆さん輝かしい新年をお迎えになら

れたかとご推察いたします。今年は、５月に新しい元号に代わるという事で、新しい時

代を迎える事となります。農業におきましては、１９９５年に食糧管理法が廃止されて

以来、衰退の一途をたどっています。野党が政権を取った時もありましたが、２００１

年小泉内閣の時に、規制改革会議、産業競争力会議ができまして、改革をしいられてい

る時代となりました。農業委員会法の改正もまだ浸透していなく、今年から、土地改良

区法の改正、林業経営管理法が施行されます。漁業関係も改正されると思います。農林

水産業を取り巻く環境が苦しくなってきております。我々農業委員、最適化推進委員と

しましては、重要な年になってきます。５月には、県下の市農業委員会会長会が東温市

で開催されます。今年も皆さん一丸となって頑張っていきたいと思います。宜しくお願

い致します。 

 

○事務局長 

  それでは、議事を進めたいと思います。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。 

  議案審議、本日は２１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。地目は、田。地積は、２５４㎡。都

市計画は、市街化区域。転用目的は、露天駐車場です。 

 

２番 所有者 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇。地目は、田。地積は、３７２㎡。都

市計画は、市街化区域。転用目的は、自己住宅です。 

 

（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。

地積は、７０７㎡。都市計画は、市街化区域。転用目的は、分譲宅地。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、田。

地積は、７０６㎡。都市計画は、市街化区域。転用目的は、分譲宅地４区画。所有権移

転を実施します。 

 

５番 渡人 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。地目は、田。２７０㎡。〇〇。地目は、畑。９８７㎡。〇〇。地目は、畑。地積は、

４０㎡。計３筆。１，２９７㎡。都市計画は、市街化区域。転用目的は、太陽光発電施

設。所有権移転を実施します。 

 

６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。

地積は、１３４㎡。都市計画は、市街化区域。転用目的は、貸露天駐車場。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、田、１，

９９６㎡。借受人からの申し入れで個人の都合による解約です。 

 

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、１，

１９０㎡。〇〇、田、２，０１１㎡。〇〇、田、２，１４９㎡。計３筆。５，３５０㎡。

借受人からの申し入れで個人の都合による解約です。 

 

９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、

１，００２㎡。貸付人からの申し入れで自ら耕作する為の解約です。 

 

１０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，

３６８㎡。〇〇、田、８７２㎡。〇〇、田、１，３６３㎡。〇〇、田、４６８㎡。〇〇、

田、６８９㎡。計５筆。４，７６０㎡。貸付人からの申し入れで、貸付人から解約の申

し入れがあり、解約後、貸付人が耕作・管理する為の解約です。 

 

農地法関係 

１１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，

３５６㎡。借受人からの申し入れで高齢の為の解約です。 

 

１２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、

畑、９８７㎡。〇〇、畑、４２１㎡。計２筆。１、４０８㎡。貸付人からの申し入れで
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売却する為の解約です。 

 

１３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、２，

３１３㎡。貸付人からの申し入れで贈与する為の解約です。 

 

（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 

１４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、１，９９６㎡。〇〇、田、１，１９０㎡。〇〇、田、２，０１１㎡。〇〇、田、２，

１４９㎡。計４筆。７，３４６㎡。貸付人からによる申し入れで個人の都合による解約

です。 

 

１５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、１，３６８㎡。〇〇、田、８７２㎡。〇〇、田、１，３６３㎡。〇〇、田、４６８

㎡。〇〇、田、６８９㎡。計５筆。４，７６０㎡。貸付人からの申し入れで、土地所有

者による解約の申し入れによる解約です。以上です。 

 

○議長（会長） 

只今、事務局から専決処理事案１５件の案件の説明をしましたが、何かご意見、ご質

問ありますか。 

 

○委員 〇〇委員 

  ８号議案で貸付人の〇〇さんに返すと大変だと思いますが、差支えなければ事情をお

聞かせください。 

 

○委員 〇〇委員 

  農地バンクに入る為に、一度返して、耕作は引き続き行います。 

 

○委員 〇〇委員 

  分かりました。案件１４番、１５番で〇〇から解約する理由を教えてください。 

 

○事務局 

  表作、裏作ともに解約しなくてはならないので、このようになっています。 

 

○議長（会長） 

  通常国会で農地中間管理機構の５年見直しがあります。農地の貸借関係を一本化しよ

うとする考えがあるようです。農業委員会としましても、法律が変われば、対応してい

かないといけないようです。他に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、議案１号については承認してよろしいでしょうか。 
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（   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、３件を議題といたします。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 

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、３

７７㎡。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・麦。主な農機具の保有状況は、トラクター、田植機、コンバイン、テーラー。労働

力は、常時４人。耕作面積は、１０，８４７㎡。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から７までのいずれにも該当しない為、

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） 

地元、〇〇委員さん、お願いします。 

 

○委員 〇〇委員 

地図９ページです。〇〇さんと〇〇さんは幼なじみで、同じ組内です。組内ではなし

が出来たようです。特に問題は無いかと思います。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が、何かご意見、ご質問ありませんか。 

（   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。挙手をお願いします。 

（   挙手   ） 

全員挙手という事で、承認いたします。続きまして、１７番お願いします。 

 

○事務局 

１７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，

３１３㎡。〇〇、畑、３５９㎡。〇〇、田、３３８㎡。〇〇、田、２９４㎡。〇〇、畑、

１１７㎡。〇〇、畑、９５㎡。〇〇、田、２，６２４㎡。計７筆。６、１４０㎡。権利

内容は、所有権移転・贈与。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、トラクター。労働力は常時５人。耕作面積

は、７，５８４㎡。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から７までのいずれにも該当しない為、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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土地が４地区の委員さんにまたがっておりますので、まず事務局から説明して頂き、

補足があれば各委員さんに説明して頂きたいと思います。 

 

○事務局 

事務局から説明させて頂きます。譲受人の〇〇さんは、譲渡人の〇〇さんの息子さん

です。以前から、〇〇さんが農業を行っておりまして、これかも兼業農家で、農業をや

っていくということで、所有権移転の贈与を行うという事の許可案件です。以上です。 

 

○議長（会長） 

それぞれの地区の委員さんで、特に聞かれている事があれば、お知らせください。 

（   なし   ） 

〇〇さんは、新規就農ではないですか。 

 

○事務局 

同一世帯になりますので、新規就農にはなりません。 

 

○議長（会長） 

何かご意見、ご質問はありませんか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

無いようでしたら、採決を行います。承認される方の挙手をお願いします。 

（   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、１８番お願いします。 

 

○事務局 

１８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、１，

２３８㎡。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、耕うん機、田植機。コンバインは、導入予定です。労働力は

常時２人。耕作面積は、４，７６０㎡。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から７までのいずれにも該当しない為、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） 

地元、〇〇委員さん、説明をお願いします。 

 

○委員 〇〇委員 

  地図１５ページご覧ください。森の交流センターと、高速道路を挟んで、北の土地で

す。〇〇さんは〇〇さんのおばさんになります。〇〇におられて、こちらには親族の方

がおりません。〇〇さんから親族の方に渡したいという事がありまして、譲受人の〇〇

さんも退職して再雇用で仕事に行っているみたいですが、時間があるので、農業がした

いという事もありまして、過去からこの土地は〇〇さんが野菜を作っておりました。耕
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作放棄地にはしないようにと話もしています。よろしくお願いします。 

 

○議長（会長） 

皆さんから、何かご質問、ご意見はありませんか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

無いようでしたら、採決を行います。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、事務局よりお願いします。 

 

○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

です。 

１９番 所有者 〇〇 〇〇さん外２０名、この２０名につきましては、別紙７、８

ページの掲載しております。申出者 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇外９０筆、田、６

０，３５２㎡。畑、１，１７６㎡。計９１筆、６１，５２８㎡。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理由から、第２種

農地として、判断されます。転用目的は、工業団地。開発許可は必要。転用許可も必要。

７、８ページに所有者の方の住所、氏名、地番、地目、地積を掲載しています。以上で

す。 

 

○議長（会長） 

この件につきましては、地元、〇〇委員さん、お願いします。 

 

○委員 〇〇委員 

地図の１６ページをご覧下さい。〇〇の東側の農地、約６ヘクタールを工業団地にし

ようという申請です。東温市としても、新たな産業の導入を積極的にはかって、スマー

トインターチェンジが出来る西側になり、幹線道路も横に通っており、交通の便も良い

所です。ここを、産業の導入地区にしたいという事です。事務局から説明があろうかと

思いますが、審議をよろしくお願いします。 

 

○事務局 

補足説明をさせて頂きます。資料１をご覧下さい。田窪工業団地の該当する農地の面

積は６１，５２８㎡ですが、農地以外の宅地、農道や水路を含めますと工業団地全体の

事業面積は８２，５３０㎡となります。次に２ページの東温市産業の導入に関する実施

計画書、変更計画書の概要です。２ページは、これまでに工業団地が牛渕、南野田地区

と、南方岸下地区に工業団地がありますが、これに加えて、田窪工業団地を導入する計

画、計画変更の概要となっております。４ページは、今後の田窪工業団地の工程表です。

行程では平成３１年１月に農振除外の申請協議を行います。２月に農地転用の申請、６

月に農地転用の許可で、その後は、工事が進んでいく予定となっております。以上です。 
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○議長（会長） 

事務局から説明がありましたが、何かご意見やご質問はございますか。 

 

○委員 〇〇委員 

資料１の図の調整池とは、どのような目的のものですか。 

 

○事務局 

路面に降った雨水をここで調整し放流する所です。 

 

○事務局長 

今までは農地だったので、雨が降った場合、かなりしみ込み下流に流れない状況があ

りました。今回、宅地化することにより、水が一度に出てしまい、下流域に影響が出て

きます。それを防ぐために、一時的に貯留する池を一定面積の場合にプールのような物

を作ることです。 

 

○委員 〇〇委員 

  法律によって、このようなものを設けなさいとなっているんですか。 

 

○事務局長 

  はい、そういう事です。 

 

○委員 〇〇委員 

牛渕の工業団地には、調整池はないと思うんですが。 

 

○事務局長 

憶測ではあるのですが、牛渕は、かなりしっかりした重信川に流れる水路があり下流

域への悪影響がないという事で、調整池を作らなかったのではないかと思います。 

 

○委員 〇〇委員 

工業団地に何ができるかですが、今は、流通とか、製造とか、公害が出るような団地

でなく、問題は無いですが、今回の団地は広く排水対策が出てくるのではないかと思い

ます。 

 

○事務局長 

調整池は雨水の排水ですが、汚水の排水については、下水道が来ていない地域なので、

各企業さんが合併浄化槽を設置して流すようになろうかと思います。確認している事で

はないですが、公害の少ない企業を選定するようになっていると思います。 

 

○議長（会長） 
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他にありませんか。 

 

○委員 〇〇委員 

この図の中に公園とありますが、新たに造るんですか。 

 

○事務局 

開発すると、法律上、緑地帯をつくらないといけないという事になっておりますので、

公園を設けています。 

 

○委員 〇〇委員 

防火水槽用地の目的は。 

 

○事務局長 

防火水槽用地は、隣り合わせで、主には調整池です。 

 

○委員 〇〇委員 

防火水槽だけで、消化栓は設けないですか。 

 

○事務局 

上水道がありますので、消火栓を作っていくようになると思います。消防法上規定が

ありますので、放火水槽、消化栓は設置されると思います。必要であれば、建物内の送

水口も設置する必要があろうかと思います。 

 

○議長（会長） 

他にありませんか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

今回、農業振興地域整備計画の変更ですので、もう一度転用に出てくると思います。

その際には、担当から詳しい説明をして頂くと思います。意見がないようでしたら、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   ） 

全員挙手で承認いたします。続きまして、２０番の議案について事務局より説明願い

ます。 

 

○事務局 

２０番 所有者 〇〇 〇〇さん。申出者 〇〇 〇〇さん 〇〇さん。土地は、〇

〇、田、４３２㎡の内３０３㎡。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にある農地という理由から第１種農

地として判断されます。転用目的は、分家住宅。開発許可は、必要。転用許可も必要。

以上です。 
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○議長（会長） 

この議案につきまして、地元、〇〇委員さんお願いします。 

 

○委員 〇〇委員 

１７ページをご覧下さい。国道１１号線から北へ１００ｍ入った場所です。〇〇さん

がお住まいで、〇〇さんと表示されております。〇〇さんとの間の農地が〇〇です。４

３２㎡を分筆して３０３㎡だけを、〇〇さんの孫の〇〇さんが分家住宅を建てるという

事で、農用地区域からの除外申請が出ています。地番が〇〇となります。除外されない

残りの１２９㎡は農地として耕作されます。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を頂きました。皆さんから、何か質問、ご意見ありませ

んか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

無いようでしたら、採決を行います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続きまして、２１番お願いします。 

 

○事務局 

  ２１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、２

２２㎡。都市計画は、市街化調整区域。農地区分は、第２種農地。住宅、事業所、公共

施設、公益的施設が連たんしている地域に隣接する区域でおおむね１０ha 未満の農地の

区分内にある農地という理由から第２種農地として判断されます。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） 

  この議案につきまして、〇〇委員さん、お願いします。 

 

○委員 〇〇委員 

  申請地の横に自宅があります。子供さんと同居しております。築４０年経っておりま

すので、新しく申請地にお父さんとお母さんの家を建て、息子さんは今の古い家を壊し

て新しく家を建てるという事で、申請しました。北側に県道が通っています。南側の自

宅前は、市道が通っています。上水道、下水道も通っています。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を頂きました。皆さんから、何か質問、ご意見ありませ

んか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

無いようでしたら、採決を行います。承認される方の挙手を求めます。 
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（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続きまして、議案第４号、農地法第３条第２項第５号

に定める別段の面積の見直しについて、お願いします。 

 

○事務局 

  お手元の資料２をご覧ください。前々回の委員会時で別段の面積について説明させ

て頂いた資料と同じものです。再度、表の説明をさせて頂きます。別段の面積を定め

る場合ですが、１番目の表の東温市全体で見ますと経営面積の１０ａ以上４０ａ未満

の比率が４０．４％で、４０％を上回っております。農地法施行規則に４０％を下回

らないという規定がありますので、市全体の下限面積を４反に設定することも可能で

す。旧村単位で見ていきますと、北吉井村、南吉井村、桜樹村、川上村は４０％を超

えている状況です。４ページをご覧下さい。別段の面積の新旧対照表の案をご覧くだ

さい。現行が右側です。左側が今回の改正案です。先程、会長からも言われましたよ

うに、年末、年始に地元から特に意見を伺っている委員さんがおられましたら、それ

をお伺いさせて頂いた上で、来年度の別段の面積をどうするか、結論を出させて頂い

たらと考えております。委員さんからの意見もお聞きしたいと思います。よろしくお

願いします。 

 

○議長（会長） 

  事務局案は出来ておりますが、委員さんがそれぞれの地域で聞いております意見が

ありましたら、お話ください。昨年度に４０ａになっている地域は変更ないかと思い

ますが、旧拝志村、旧三内村の委員さんは、何かありましたら、発言願います。 

 

○委員 〇〇委員 

  三内地区ですが、現在、５反です。農業の現状からみて、新規再入者が耕作するに

は、５反では難しいかと発言しました。滑川が４反になりましたが、三内地区も４０

ａにしていただきたいと思います。市全体で４０ａにして頂きたいと思います。よろ

しくお願いします。 

 

○委員 〇〇委員 

  個人的にも４０ａでお願いしたい、地元の過去の農業委員さん、現区長さん、山間

部の方々、数年前からの新規就農者さん、４人に聞きましたが、全員が４０ａにして

頂きたいと申しております。よろしくお願いします。 

 

○委員 〇〇委員 

   今回、何人かの農家の方からも、ぜひとも見直しをして欲しいと聞いております。 

 

○議長（会長） 

   拝志村の関係で、〇〇委員さん、いかがでしょうか。 
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○委員 〇〇委員 

   色々と話を聞くと、新規参入される方もあまりいないという事で、４反でよいとい

う方がほとんどでした。 

 

○議長（会長） 

   委員会で決定しても問題ないという事でよろしいでしょうか。 

 

○委員 〇〇委員 

   はい。そうです。 

 

○議長（会長） 

   それぞれの地区の委員さんにお聞きしたところ、４０ａで問題はないようです。

他にご意見ありませんか。無いようでしたら、採決したいと思います。４０ａに賛

成の方、挙手をお願いします。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、東温市全地域を４０ａと決定いたします。 

 

以上で、本日の議案は、全て終了しました。 

 


