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委 員 出 欠 表 

第１６回定例会 平成３０年７月３１日 

           開会 ３時３０分   閉会 ４時５１分 

 

出 席 委 員    会長 小林茂德      会長代理 依田繁二 

 （２３名）      １ 山崎正勝      １３ 小山肇治 

２ 白倉令子      １４ 依田隆喜 

            ３ 小川高史      １５ 小林健治 

５ 小山睦夫      １６ 青木二巳 

６ 片十郎       １７ 小林勝元 

７ 成山喜枝      １８ 清水洋 

８ 齊藤敏彦      推進 花岡幹夫 

１０ 柳澤多久夫     推進 荻原薫 

１１ 荒木稔幸      推進 佐藤富士夫 

１２ 渡邉幹夫      推進 竹内芳男 

      推進 渡邉重昭 

                             

 

 議事録署名委員    １７ 小林勝元     １８ 清水洋 

 

 出 席 職 員  農業委員会事務局 

（５名）       事務局長   関 博一 

          事務局次長  織田 秀雄 

事務局    滝澤 友一郎 

          事務局    笠井 昌鷹 

          事務局    田中 章子 

         

 

議事  議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

    議案第２号 農地法第３条の規定による買受適格証明について 

    議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について 

    議案第４号 農用地利用集積計画について 

    報告第１号 農地法第５条第１項の規定による許可の取消しについて 

 

    

※ 会場  勤労者会館２階 大会議室 
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会長代理     皆さんこんにちは。ただ今より第１６回農業委員会定例総会を開催しま

す。会長、挨拶をお願いします。 

 

議長       皆さんこんにちは。大変暑い中ご苦労さまです。連日猛暑が続いていま

すが、体調には十分気を付けていただきたいと思います。６月末から７月

１０日くらいにかけての西日本豪雨により、大きな災害がありました。そ

の後には迷走した台風１２号があり、日本各地、また長野県にも南の方で

大分被害が出たようです。今年は訳のわからない陽気で、台風もいつもな

ら西から東へ移動するところ、東から西へ、また南へとぐるぐる回ってい

る状態です。最近の気候変動は何が何だか分からなくなってきていると実

感しています。身近なところでは今月の１０日に、祢津を中心とした集中

豪雨があり、標高の高い地域で大きな被害が出ました。原因の一つは御堂

のワインブドウ畑造成ではないかと思われます。県の事業という事で広く

内外にアナウンスされていて注目をあびている事業ですので、原因の追及

と対策をしっかりやってほしいと思います。この事については事務局から

も説明があると思います。いずれにしても関心を持たれている事業ですの

で、我々も聞かれた時には即答できるようにしておきたいと思います。今

朝田んぼに行ってみましたら、稲の先が黄ばんで見えたのでよく見ました

ら、稲の穂が出始めていました。去年と比べると５日から６日早いようで

す。暑さが原因だと思いますが、これから収穫時期を控えていますので、

大きな被害が出ない事を願います。最近の天候は予測不能です。被害を最

小限に抑えるためにも、情報は共有していきたいと思います。本日も慎重

審議をお願いします。 

それでは本日の議事録署名委員の指名につきまして、１７番の小林勝元

委員と１８番の清水洋委員にお願いします。 

         それでは議事に入ります。議案第１号、農地法第３条の規定による許可

申請について、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局      それでは議案第１号について説明します。 

番号１です。地図の１ページをご覧ください。場所は○○です。県道東

部望月線の、○○の信号の北西にある農地です。譲受人、譲渡人共に○○

の方です。譲受人は農業規模の拡大をするものです。大豆を作付けする予

定です。譲受人の自宅からも近く、隣接地には所有している畑がすでにあ

り、集約して耕作していくということも踏まえ、問題ないと判断しました。 

次に番号２です。地図の２ページをご覧ください。○○です。場所は浅

間サンラインの○○を○○方面に上り、祢津街道に突き当たる手前を左折

し、進行した所にある農地です。譲渡人と譲受人共に○○の方です。譲渡

人は譲受人の妻の兄です。譲受人は花卉栽培を中心に農業を経営していま
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す。この土地は何年も譲受人が利用権の設定をせずに非公式ではあります

が借り受けて栽培しています。今回改めて所有権移転する事となりました。

引き続き花卉を作付けする予定です。譲受人の自宅に隣接しており、すで

にこの農地で栽培をしているので、問題ないと判断しました。なお、議案

書の２ページに、経営面積が○○平方メートルとありますが、これは６ペ

ージの農用地利用集積計画一覧表の番号２で、今回利用権を設定するもの

です。これを足して３，０００平方メートル以上という農家要件を満たす

事になります。 

続いて番号３です。地図の３ページをご覧ください。○○、○○、○○、

○○です。場所は浅間サンラインの○○の信号から○○を通り過ぎ、○○

方面に上ると○○がありますが、その東側近辺にある農地です。譲渡人は

３筆が○○の方、１筆は市内の方です。譲受人は○○の方です。譲受人は

農業規模を拡大したいとのことで、所有権移転されます。苗木、くるみ、

野菜類を作付けする予定です。譲受人の住所地から○○分と近いため、問

題ないと判断しました。 

最後に番号４です。地図の４ページをご覧ください。場所は○○、○○

です。○○の集落から○○に○○メートルほど上ると右手に集落があるの

ですが、その付近の農地です。譲受人は○○の方、譲渡人は○○の方です。

譲受人は○○で稲作と野菜の作付けをしています。今回農業規模を拡大し

たいとの事で、所有権移転されます。ジャガイモ、サツマイモを作付けす

る予定です。譲受人の住所地から車で○○分と近いため、問題ないと判断

しました。以上です。 

       

議長       ありがとうございました。それでは担当委員の説明に入ります。番号１

の案件につきまして、小山睦夫委員より説明をお願いします。 

 

小山委員     それでは説明します。地図の１ページをご覧ください。所有権移転の案

件です。場所は○○を渡り、信号を右に曲って○○メートルほど行った所

です。譲渡人は規模を縮小したいと考え、譲受人は規模を拡大したいと考

え、両者の意向が一致し、今回の申請になりました。譲受人の畑が地続き

になっていて耕作し易いので、問題ないと判断しました。よろしくご審議

をお願いします。 

  

議長       ありがとうございました。それでは質疑に入ります。番号１の案件につ 

きまして、ご意見ご質問等のある方は挙手の上発言をお願いします。 

特にないようですので裁決に入ります。番号１の案件につきまして、賛

成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手）    
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全員の賛成と認め、決定といたします。 

続きまして番号２の案件について、佐藤委員より説明をお願いします。 

 

佐藤委員     それでは説明します。地図の２ページをご覧ください。上の方に四つ角

があります。ここが○○の中心になる所で、○○や○○があります。ここ

から斜め南に下った所に申請地があります。申請地の東側に道があります

が、これは○○さんのお宅の私有地です。左右にある農地は○○さんの農

地です。譲渡人の○○さんは、譲受人の○○さんの妻の実兄で隣人同士で

す。○○さんは以前から、○○さんから農地を借りて花卉栽培をしていま

す。今後も農地を増やして農業経営をしていきたいと考えています。問題

ないと思います。よろしくご審議をお願いします。 

 

議長       ありがとうございました。それでは質疑に入ります。番号２の案件につ

きまして、ご意見ご質問等のある方は挙手の上発言をお願いします。 

特にないようですので裁決に入ります。番号２の案件につきまして、賛

成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手）    

全員の賛成と認め、決定といたします。 

続きまして番号３の案件について、片委員より説明をお願いします。 

 

片委員      よろしくお願いします。地図の３ページをご覧ください。中央に太い道

路が縦にあります。斜め左に下ると浅間サンラインの○○の交差点です。

その交差点から北へ○○メートルくらい上がった右側に申請地がありま

す。譲渡人は２名居り、○○さんと○○さんです。○○さんはお父さんが

亡くなり農地を相続しましたが、○○にお住まいで農業はできないため、

今回○○さんに所有権を移転する事にしました。○○さんは、土地の管理

ができなくなっていました。今回○○さんが農地を売却することを知り、

一緒に売却する事に決めました。先日譲受人の○○さんに話を聞いて来ま

した。○○さんは農業のほかに○○をされています。今回の申請地の内、

○○は既に借りて家庭菜園をしています。○○さん所有の○○は、○○さ

んが草を刈って手入れをしていました。ここはクルミの苗木を植えるため

に取得したいとの事です。近隣との農地の取り決めも承知しています。荒

廃農地の解消にもなるので問題ないと思います。よろしくご審議をお願い

します。 

 

議長       ありがとうございました。それでは質疑に入ります。番号３の案件につ

きまして、ご意見ご質問等のある方は挙手の上発言をお願いします。 

特にないようですので裁決に入ります。番号３の案件につきまして、賛
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成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手）    

全員の賛成と認め、決定といたします。 

続きまして番号４の案件について、渡邉重昭委員より説明をお願いしま

す。 

 

渡邉委員     それでは説明します。地図の４ページをご覧ください。左下に至東部望

月線とありますが、これを下っていくと○○の中心地域になります。この

道を反対に上って行くと、○○の前に出ます。この道の丁度真ん中付近を

入った所に申請地があります。申請地の横に３件家がありますが、真ん中

の家が○○さんのお宅です。しかし○○さんは既に○○に移住してしまっ

たため空き家になっていました。今回譲受人の○○さんが家を買うことに

なり、隣接している農地も取得する事になりました。この農地は○○さん

の息子さんが耕作するそうです。よろしくご審議をお願いします。 

 

議長       ありがとうございました。それでは質疑に入ります。番号４の案件につ

きまして、ご意見ご質問等のある方は挙手の上発言をお願いします。 

特にないようですので裁決に入ります。番号４の案件につきまして、賛

成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手）    

全員の賛成と認め、決定といたします。 

続きまして議案第２号、農地法第３条の規定による適格者証明について、

事務局より説明をお願いします。 

 

事務局      ２号議案について説明します。地図の５ページをご覧ください。先月も

申請があった競売の農地です。場所は○○です。浅間サンラインの○○の

信号を○○方面に○○メートルほど行くと農地へ上っていく道がありま

す。ここを○○メートルほど進行した左手の農地です。譲受人は○○の方

で農業規模を拡大したいとの事です。ブロッコリー、花卉、さとうきびを

やっております。主に○○に卸しているとの事です。譲受人の自宅から車

で○○分と近いため、問題ないと判断しました。この案件について入札は

○○月にあります。 

 

議長       ありがとうございました。それでは担当委員の説明に入ります。竹内委

員より説明をお願いします。 

 

竹内委員     それでは説明します。先月も申請のあった競売物件の農地です。地図の

５ページをご覧ください。場所は○○の信号から○○メートルほど○○寄
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りに細い道があります。そこを○○メートルくらい入っていくと申請地が

あります。今回の申請人は○○の○○さんです。自宅から申請地まで車で

○○分ほどです。○○からの要望で色々な作物を栽培しています。今回は

カラーブロッコリーを作る予定です。トラクターを○台と耕運機も○台あ

ります。意欲もあり問題ないと思います。よろしくご審議をお願いします。 

 

議長       ありがとうございました。それでは質疑に入ります。議案第２号、適格

者証明につきまして、ご意見ご質問等のある方は挙手の上発言をお願いし

ます。 

（依田代理挙手） 

         依田代理どうぞ。 

 

依田代理     申請人の○○さんは耕作面積が広いのですが、専業農家ですか。 

 

竹内委員     専業農家です。○○歳とまだ若く、耕作面積もこれからもっと増やして

いきたいとの事です。 

 

議長       ほかにございますか。 

特にないようですので裁決に入ります。適格者証明の案件につきまして、 

賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

   全員の賛成と認め、決定といたします。 

続きまして議案第３号、農地法第５条の規定による許可申請について、 

事務局より説明をお願いします。 

 

事務局      議案第３号について説明します。 

         はじめに番号１です。○○です。地図の６ページ、７ページをご覧くだ

さい。国道１８号線下の旧道を○○から○○集落に進行し、○○の手前を

県道東部望月線に降りていく途中の畑です。住宅建築の申請です。譲受人、

譲渡人共に市内にお住まいの方です。譲受人は現在マンション住まいです

が、住宅を新築したいとの事です。妻の両親と一緒に住み、車も○台ある

ため広い敷地がよいとの事です。第１種住居地域で用途地域内の第３種農

地のため、転用はやむを得ないと判断しました。 

         次に番号２、○○です。地図の８ページ、９ページをご覧ください。○

○から○○方面へ進行する市道ではなく、集落内へ入る細い市道をしばら

く行った畑です。住宅建築の申請です。譲渡人と譲受人の関係は親子です。

譲渡人は市内にお住まいです。譲受人は現在○○でアパート住まいですが、

生まれ育った東御市で生活の基盤を築きたいという事と、高齢となる両親
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の近くに住みたいという事です。第１種住居地域で用途地域内の第３種農

地のため、転用はやむを得ないと判断しました。 

         続きまして番号３、○○、○○です。地図の１０ページ、１１ページを

ご覧ください。○○信号を○○集落へ○○メートルほど下り、西側の集落

内に進行したところにある農地です。住宅建築の申請です。譲受人、譲渡

人共に市内にお住まいの方です。譲受人は現在アパート住まいですが、住

宅を建てるという申請です。譲渡人は譲受人の妻の父です。第１種低層住

居専用地域で用途地域内の第３種農地のため、転用はやむを得ないと判断

しました。 

         続きまして番号４、○○です。地図の１２ページ、１３ページをご覧く

ださい。浅間サンライン○○の信号の、南西の一画の農地です。酒類販売

店舗設置になります。譲受人は市内にある○○です。譲渡人は○○に住む

方です。譲受人は現在○○の向かいで○○とその店舗内で○○を販売して

いますが、事業を縮小するという事で、○○の事業は売却をし、○○の販

売の店舗をやっていくという事です。また、店舗は建築するのではなく、

○○平方メートルのユニット形式の建物を置いて、そこを店舗とするもの

です。第１種農地ですが隣に店舗があり、集落に接続しているという事で

転用はやむをえないと判断しました。また、○○平方メートルの土地に○

○平方メートルのユニット設置という事で、転用する面積が過大ではない

かと思われますが、この土地の南側が段下となっていて、その境に植栽が

あります。そのため、実際の利用面積が小さいことと、駐車場としての利

用も見込んでいるため、面積は過大ではないと判断しました。 

         続きまして番号５、○○です。地図の１４ページ、１５ページをご覧く

ださい。○○の西側、県道御牧原大日向線沿いの農地です。住宅建築にな

ります。譲受人と譲渡人は、苗字は違いますが婚姻関係にあります。譲受

人は、現在この土地の隣地にある息子さんの住宅にお住まいです。譲渡人

は○○に住んでいますが、元々東御市の方です。来年東御市に帰って来る

という事で住宅を建築します。第１種農地ですが、集落に接続していると

いう事で転用はやむを得ないと判断しました。 

         続きまして番号６、○○です。地図の１６ページ、１７ページをご覧く

ださい。場所は○○敷地の南付近にある農地です。住宅敷地と家庭菜園の

申請です。譲受人、譲渡人共に市内の方です。今回○○の宅地を取得し住

宅を新築しますが、それに併せて住宅への進入路と、家庭菜園をするため

転用するものです。第１種住居地域で用途地域内の第３種農地のため、転

用はやむを得ないと判断しました。 

         番号７、○○です。地図の１８ページ、１９ページをご覧ください。○

○から国道１８号線まで北上していく途中にある○○を左折して、○○メ

ートルほど進行した左手の農地です。先月に○○の農地転用申請があった
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場所の近くです。住宅建築の申請です。譲受人、譲渡人共に○○にお住ま

いの方です。譲受人の現住宅敷地が手狭で駐車場も確保できないという事

で、現住宅を売却し住宅を新築するものです。おおむね３００メートル以

内に○○があるので、第３種農地になるため転用はやむを得ないと判断し

ました。 

         番号８、○○です。地図の２０ページ、２１ページをご覧ください。○

○南側の横道を東に進行した住宅地の中の農地です。家庭菜園敷地の申請

になります。譲受人は○○の方、譲渡人は市内の方になります。今回○○

の中古住宅を取得しますが、それに併せて家庭菜園をするため、転用する

ものです。第２種農地ですが、集落に隣接しているという事で転用はやむ

を得ないと判断しました。以上です。 

 

議長       ありがとうございました。それでは担当委員の説明に入ります。番号１

の案件について、花岡委員より説明をお願いします。 

 

花岡委員     それでは説明します。譲渡人の○○さんは、申請地の横の道を挟んだ反

対の、○○を○○として貸しています。少し離れた○○は○月に宅地分譲

の案件で申請がありました。今回の申請地は荒廃している所で、周りには

住宅や畑があり、だいぶ迷惑を掛けていたようです。住宅建設にも条件の

よい場所でもあり、荒廃地の解消にもなり、大変良い事だと思います。よ

ろしくご審議をお願いします。 

 

議長       ありがとうございました。それでは質疑に入ります。番号１の案件につ

きまして、ご意見ご質問等のある方は挙手の上発言をお願いします。 

特にないようなので裁決に入ります。番号１の案件につきまして、賛成

の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手）    

全員の賛成と認め、決定といたします。 

続きまして番号２の案件について、山崎委員より説明をお願いします。 

 

山崎委員     それでは説明します。○○の○○から裏道を○○メートル入った所に申

請地があります。申請人の関係は親子です。譲受人の息子さんは奥さんの

勤め先の関係で○○にお住まいです。お父さんも高齢になり、ご自分の住

宅を建設したいという事もあり、お父さんの農地に新築する事にしました。

申請地は住宅街の中にあり、耕作機械も使えない様な所なので、問題ない

と思います。よろしくご審議をお願いします。 

 

議長       ありがとうございました。それでは質疑に入ります。番号２の案件につ
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きまして、ご意見ご質問等のある方は挙手の上発言をお願いします。 

特にないようですので裁決に入ります。番号２の案件につきまして、賛

成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手）    

全員の賛成と認め、決定といたします。 

続きまして番号３の案件について、同じく山崎委員より説明をお願いし

ます。  

 

山崎委員     説明します。譲受人と譲渡人の関係は義理の親子です。○○さんの奥さ

んのお父さんの土地へ、住宅を建設する申請です。場所は浅間サンライン

沿いの○○の信号から○○メートルほど入った所を、西へ○○メートルほ

ど行った所です。○○の真ん中の住宅街です。先ほどと同様、農地として

は活用し難い場所です。親子間で家を建てて親の面倒を見るという事なの

で、問題ないと思います。よろしくご審議をお願いします。 

 

議長       ありがとうございました。それでは質疑に入ります。番号３の案件につ

きまして、ご意見ご質問等のある方は挙手の上発言をお願いします。 

   特にないようですので裁決に入ります。番号３の案件につきまして、賛

成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手）    

全員の賛成と認め、決定といたします。 

続きまして番号４の案件について、山崎委員より説明をお願いします。  

 

山崎委員     それでは説明します。先ほど説明しました浅間サンラインの○○の信号

から○○方面へ向かうと、○○の信号があります。その交差点と○○の間

の土地が申請地です。斜めになっていて段差がある土地です。譲渡人の○

○さんはこの土地を年に数回草刈りをしてきれいにしていましたが、耕作

はしていません。譲受人の○○さんは、この申請地から○○寄りに少し行

った所で、○○と○○を経営しています。今回○○を手放して○○は続け

る事にし、申請地にコンテナを置いて、大口客に絞って業務用の酒の販売

をするとの事です。店舗は狭いけれど駐車場が広いので、大口客には利用

しやすいと思います。特に問題はないと思うので、よろしくご審議をお願

いします。 

 

議長       ありがとうございました。それでは質疑に入ります。番号４の案件につ

きまして、ご意見ご質問等のある方は挙手の上発言をお願いします。 

   特にないようですので裁決に入ります。番号４の案件につきまして、賛

成の方は挙手をお願いします。 



10 

 

（全員挙手）    

全員の賛成と認め、決定といたします。 

続きまして番号５の案件について、青木委員より説明をお願いします。 

 

青木委員     それでは説明します。地図の１４ページ、１５ページをご覧ください。

譲渡人は○○にお住まいの○○さんです。譲受人は○○にお住まいの○○

さんです。場所は県道東部望月線の、○○の信号から東に約○キロメート

ル行くと、県道御牧原大日向線に出ます。そこから西に約○○メートル行

った右側に申請地があります。近くには○○があります。申請地の面積は

○○平方メートルの内、○○平方メートルを使用貸借権設定します。住宅

建設のほか、家庭菜園もされるとの事です。生活雑排水は合併処理浄化槽

により、近隣のお宅と共同でされるとの事です。問題ないと思います。よ

ろしくご審議をお願いします。 

 

議長       ありがとうございました。それでは質疑に入ります。番号５の案件につ

きまして、ご意見ご質問等のある方は挙手の上発言をお願いします。 

   特にないようですので裁決に入ります。番号５の案件につきまして、賛

成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手）    

全員の賛成と認め、決定といたします。 

続きまして番号６の案件について、依田委員より説明をお願いします。 

 

依田委員     よろしくお願いします。場所は地図の１６ページ、１７ページをご覧く

ださい。○○の南側です。中央に走っている道が北国街道です。○○は更

地になっていますが、その南側の土地が申請地です。譲受人の○○さんは

現在アパート住まいですが、手狭になったため住宅を建てる土地を購入し

ました。しかしその土地へ入る道が狭く、車の出入りが困難な状況です。

そこで出入り口の横の農地を購入して住宅への進入路を拡張し、余った土

地で家庭菜園をしたいとの事です。申請地は住宅街の中にあり、譲渡人の

○○さん方も勤めていて耕作できないとの事です。問題ないと思います。

よろしくご審議をお願いします。 

 

議長       ありがとうございました。それでは質疑に入ります。番号６の案件につ

きまして、ご意見ご質問等のある方は挙手の上発言をお願いします。 

   特にないようですので裁決に入ります。番号６の案件につきまして、賛

成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手）    

全員の賛成と認め、決定といたします。 
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続きまして番号７の案件について、小川委員より説明をお願いします。 

 

小川委員     説明します。場所は地図の１８ページ、１９ページをご覧ください。国

道１８号線の○○の信号から、○○へ向かう縦道の中間辺りにある○○を、

西へ○○メートルほど行った所に申請地があります。譲受人の○○さんは、

現在お住まいの住宅が手狭になり、駐車スペースも狭いため、住宅建設の

土地を探していたところ、現在お住まいの近くに農地を所有している譲渡

人の○○さんと売買の話がまとまり、今回の申請となりました。譲受人、

譲渡人共に○○の方です。敷地面積は○○平方メートルと広めですが、駐

車場のスペースと、来年定年になったら家庭菜園をする予定です。周辺の

方々の同意も得ていて、問題ないと思います。よろしくご審議をお願いし

ます。 

 

議長       ありがとうございました。それでは質疑に入ります。番号７の案件につ

きまして、ご意見ご質問等のある方は挙手の上発言をお願いします。 

   特にないようですので裁決に入ります。番号７の案件につきまして、賛

成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手）    

全員の賛成と認め、決定といたします。 

続きまして番号８の案件について、齊藤委員より説明をお願いします。 

 

齊藤委員     よろしくお願いします。地図の２０ページ、２１ページをご覧ください。

左側に十字路がありますが、角に○○の○○があります。この十字路を北

に○○メートルほど上がり、さらに右に○○メートルほど行った所に申請

地があります。譲受人の○○さんは現在○○にお住まいです。退職はされ

ていますが臨時でお勤めをしています。今回申請地の北側にある住宅を購

入され、その地続きの申請地を取得されて家庭菜園をされる予定です。○

○さんは農家資格がないので農地は取得できないため、５条での申請とな

りました。なお、○○さんは○○の自宅を売却し、申請地の隣に購入した

住宅をリフォームする予定です。隣接地の同意も得ているので、問題ない

と思います。よろしくご審議をお願いします。 

 

議長       ありがとうございました。それでは質疑に入ります。番号８の案件につ

きまして、ご意見ご質問等のある方は挙手の上発言をお願いします。 

   特にないようですので裁決に入ります。番号８の案件につきまして、賛

成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手）    

全員の賛成と認め、決定といたします。 
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続きまして議案第４号、農用地利用集積計画について、事務局より説明

をお願いします。 

 

事務局      ４号議案、農用地利用集積計画について説明します。まず６ページの通

常の利用権設定は全部で４件あり、その内の２件が新規で、２件が再設定

です。番号１に関しては○○年間の貸借で家庭菜園をするとの事です。番

号２に関してはこれまでも貸し借りしていた農地を、正式に契約をする事

になりました。再設定の２件はそれぞれ更新の設定です。７ページは農業

開発公社を通じた所有権移転が１件です。以上です。 

 

議長       ありがとうございました。４号議案について、ご意見ご質問等のある方

は挙手の上発言をお願いします。 

         特にないようですので裁決に入ります。議案第４号、農用地利用集積計

画について、賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手）    

全員の賛成と認め、決定といたします。 

続きまして報告第１号、農地法第５条第１項の規定による許可の取消し

について、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局      それでは農地法第５条第１項の規定による許可の取消しについて、報告

します。農地転用の取消しは今年の７月から施行されたもので、今回の案

件が第１号です。平成○○年度に住宅敷地として５条の転用許可がなされ

ましたが、今回取消しの申し出がありました。そこで現地確認をして審査

したところ、住宅建設に着手していない事、譲渡人から譲受人へ所有権移

転していない事、既にこの土地で耕作している事と要件を満たしました。

そこで、取り消しは問題ないという旨の意見書を県に提出したところ、県

から許可取消しの承認がありましたので報告します。以上です。 

 

議長       ありがとうございました。ご質問等ありましたら出してください。 

         なければこれで議事は終了しますが、全体でご質問等ございますか。 

         特に無いようなので、以上を持ちまして議事を終了します。慎重審議へ

のご協力ありがとうございました。 

 

  

 

 

 

議事録署名人                  


