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題

事務局

全員起立、礼、ご着席ください。
総会出席者数１３名、農業委員出席者１１名、定数に達しておりますので、
只今から７月の農業委員会総会を開会いたします。

会

長

会長あいさつ
５番松井委員、６番吉田委員議事録押印者任命。
それでは議事に入らせていただきます。事務局説明願います。

事 務 局

第１号議案農用地利用集積計画申出書について説明します。１頁をご覧下
さい。土地の所在、〇〇、地目台帳田、現況田、面積７３９㎡。利用権の設
定をする者〇〇。利用権の設定を受ける者〇〇。利用権の種類、使用貸借。
期間、決定日から２年間、借賃〇〇、内容は水稲となります。１筆合計７３
９㎡についてです。２頁をご覧下さい。申請地は、新宮小から南西に約２ ０
０ｍにある農地です。３頁に現況のわかる航空写真を、４頁に参考字図集合
図を添付しております。

会
長
〇番委員

何か意見はありませんか？
期間の管理はどのようになるのか？

事務局

期限が切れる前に事務局から通知を出します。更新の申請がなければ、自

動的に解約となります。
〇番委員

以前から〇〇だから〇〇か？

各 委 員

（〇〇について、各委員が見解を述べる）

事 務 局

会

長

〇〇については、様々な議論がありますが、〇〇のトラブル防止の為利用
権の設定を行われます。また期間が２年間となっていますが、当人どうしで
の合意があれば途中で解約することもできます。
他に意見はありませんか？意見がなければ、農用地利用集積計画について
決をとります。賛成の方は、挙手をお願いします。
（全員挙手）
全員賛成ということで可決されました。
引き続き第２号議案農用地利用集積計画について事務局説明願います。

事務局

第２号議案農用地利用集積計画申出書について説明します。５頁をご覧下
さい。土地の所在、〇〇、地目台帳田、現況田、面積１，１３７㎡。利用権
の設定をする者〇〇。利用権の設定を受ける者〇〇。利用権の種類、使用貸
借。期間、許可日から令和２年３月３１日まで、借賃〇〇 、内容は野菜とな
ります。他４筆については記載のとおりです。５筆合計８，４６５㎡につい
てです。６頁をご覧下さい。申請地は、上府公民館から東に約７００ｍにあ
る農地です。７頁に現況のわかる航空写真を、８頁に参考字図集合図を添付
しております。借り手の〇〇さんは営農されており特に問題ありません。以
上で説明を終わります。

会
長
〇番委員
事務局

会

長

何か意見はありませんか？
〇〇でも〇〇か？
〇〇であることが要件となります。〇〇と判断していましたが、〇〇を確
認させていただき次回報告します。
他に意見はありませんか？意見がなければ、農用地利用集積計画について
決をとります。賛成の方は、挙手をお願いします。
（全員挙手）
全員賛成ということで可決されました。
引き続き第３号議案農地法第３条の規定による許可申請について事務局説明
願います。

事務局

農地法第３条の規定による許可申請について説明します。〇〇となります。
９頁をご覧下さい。土地の所在、〇〇、地目台帳田、現況原野、面積８５６
㎡。譲渡申請人〇〇、耕作者同じ。譲受申請者、〇〇。契約の内容売買。都
市計画、調整区域、農振計画、農用外。他１筆については、記載のとおりと
なります。２筆合計１，４４１㎡についてです。１０ 頁をご覧下さい。申請

地は、新宮東中学校から北に約５０ｍにある農地です。１１頁に現況のわか
る航空写真を、１２頁に参考字図集合図を添付しております。 〇〇するもの
です。譲請人は営農されており特に問題ありません。以上で説明を終わりま
す。
会

長

何か意見はありませんか？地元委員から意見があればお願いします。

〇番委員
会

長

地元では特に問題ありません。
他に意見はありませんか？意見がなければ、農地法３条の規定による許可
申請について決をとります。賛成の方は、挙手をお願いします。
（全員挙手）
全員賛成ということで可決されました。
引き続き第４号議案農地法第４条の規定による許可申請について事務局説明
願います。

事務局

第４号議案農地法第４条の規定による許可申請について説明します。１３
頁をご覧下さい。土地の所在、〇〇、地目台帳田、現況畑、面積９１９㎡。
所有者〇〇。他２名、転用届出者所有者に同じ。転用の目的一時転用農地改
良。都市計画、調整区域、農振計画、農用 外。他１筆については記載のとお
りです。２筆合計１，８０４㎡についてです。１４頁をご覧下さい。申請地
は、原上公民館から北東に約７００ｍにある農地です。１５頁に現況のわか
る航空写真を、１６頁に参考字図集合図を添付しております。１７ 頁をご覧
下さい。計画図となります。申請地は、以前〇〇で、現在は休耕地となって
います。道路よりかなり下がっていますので、農地として利用し易いように
する為、盛土をし、農地を改良します。盛り土は最大で４ｍほどで、町道と

事務局

同じ高さになります。雨水は勾配をつけ集水して水路へ放流します。町道と
の境界については、都市整備課と協議して 行います。１８頁が縦横断図とな
ります。農地になりますので、近隣への影響はなく、特に問題ありません。
以上で説明を終わります。
推進委員

かなりの量の土が必要だがどこからもってくるのか？

〇番委員

不適切なものであったら、地元も困るのでは？

事 務 局

〇〇が行います。〇〇してあり、地元と地権者協議してあり問題ないと考
えています。詳細については、次回確認し報告します。

会

他に意見はありませんか？意見がなければ、農地法４条の規定による許可
申請について決をとります。賛成の方は、挙手をお願いします。
（全員挙手）
全員賛成ということで可決されました。引き続き第５号議案農地法第５条の

長

規定による許可申請報告案件について、事務局説明願います。
事 務 局

第５号議案農地法第５条の規定による許可申請について説明します。１ ９

頁をご覧下さい。〇〇した案件となります。今回〇〇したので、転用の申請
となります。また、都市計画法の許可と同時許可になります。土地の所在、
〇〇、地目台帳田、現況田、面積３９㎡。貸人〇〇。借人〇〇。転用の目的、
分家住宅の為、使用貸借となります。都市計画、調整区域 、農振計画、農用
外。他３筆については記載のとおりです。４筆合計４９９ ㎡についてです。
２０頁をご覧下さい。申請地は、上府公民館から東に約５００ｍにある農地
です。２１頁に現況のわかる航空写真を、２２頁に参考字図集合図を添付し
ております。２３頁をご覧下さい。計画図となります。申請地は、 〇〇され
た土地となります。外構は未定となりますが、分筆に併せ境界を明確にし、
近隣に影響がないようにします。切り土、盛り土はありません 。雨水排水、
給水、汚水はすべて町道に接続します。近隣への影響はなく、特に問題あり
ません。以上で説明を終わります。
会

長

推進委員
事務局

会

長

事務局

何か意見はありませんか？
〇〇は問題ないのか？
〇〇の要件として都市計画法の審査項目となります。 〇〇があれば許可が
されません。県の方で調整されますが、都市計画の許可を確認してから転用
の許可が同時に行われます。
他に意見はありませんか？意見がなければ、農地法５条の規定による許可
申請について決をとります。賛成の方は、挙手をお願いします。
（全員挙手）
全員賛成ということで可決されました。
引き続き第６号議案について、事務局説明願います。
この案件については、前回ご指導いただいたとおり、 〇〇としています。
７月１日に会長、副会長と〇〇を行いました。
（会長補足説明）
それでは、第６号議案農地法第５条の規定による許可申請について説明し
ます。２４頁をご覧下さい。土地の所在、〇〇、地目台帳田、現況畑、面積
２，１４０㎡。譲渡人〇〇。譲受人〇〇。転用の目的、資材置場、都市計画、
調整区域、農振計画、農用外。他３筆については記載のとおりです。４筆合
計３，４１５㎡についてです。２５頁をご覧下さい。申請地は、原上公民館
から北東に約６５０ｍにある農地です。２６頁に現況のわかる航空写真を、
２７頁に参考字図集合図を添付しております。２８頁をご覧下さい。計画図
となります。申請地は、資材置き場として再整備します。雨水勾配をとる為、
若干の切盛を行います。雨水は集水して一箇所から町水路へ放流、給水、汚
水はありません。２９頁が縦横断図となります。近隣への影響はなく、特に
問題ありません。以上で説明を終わります。

会

長

何か意見はありませんか？

推進委員

〇〇すべきではないか？

事務局

ご指摘のとおりです。〇〇についてご意見をお願いします。

推進委員

〇〇となる。〇〇では？

推進委員

地元でも〇〇。ご理解いただきたい。
（〇〇について協議）
〇〇により、転用を認める。

事務局

会

今後、〇〇については、農業委員さんの意見を確認しながら進めます。今
回は、〇〇という形で転用許可相当としてよろしいでしょうか。

長

他に意見は？

〇番委員

〇〇の基準は？

事 務 局

〇〇未満は、農業委員会への届出、それ以上は県の許可案件となります。

〇番委員

届出がいらない範囲で〇〇できるのか？

事 務 局

何か不審な点などあれば指導しますので、ご連絡をお願いします。

会

長

他に意見はありませんか？意見がなければ、第６号議案農地法５条の規定
による許可申請について決をとります。賛成の方は、挙手をお願いします。
（全員挙手）
全員賛成ということで可決されました。
引き続き報告案件について、事務局説明願います。

事務局

それでは報告案件、その他非農地証明について説明します。３０頁になり
ます。土地の所在〇〇、地目台帳畑、現況非課税、面積１７７㎡。所有者〇
〇。証明願出人、所有者に同じ。証明の根拠となる事由、平成１３年頃〇〇
した土地で、農地としての利用がなく今後も利用の見込みがない為。都市計
画、市街化区域、農振計画、区域外１筆合計１７７㎡についてです。３１頁
をお開きください。位置図になります。的野公民館から南西に約５００ｍと
なります。３２頁に現況のわかる航空写真を、３３頁に参考字図集合図を添
付しております。申請地については、〇〇の土地となります。〇〇となった
為、非農地証明を行い、土地の有効利用を目的として申請されています。近
隣への影響もありませんので特に問題ないと考えます。以上で説明を終わり
ます。

会

事務局

長

何か質問はありませんか？他に何かありませんか？ないようでしたら、次
回の日程調整を行います。（日程調整）
それでは、次回は、８月５日（月）、１６時１０分から開催します。これを
もちまして７月の農業委員会総会を閉会します。
全員起立、礼、お疲れ様でした。
以上１７：０５分

