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第２回農業委員会総会会議録 

 

１ 開催日時  令和２年８月１８日（火） 午前９時 

 

２ 開催場所  柳井市役所３階大会議室 

 

３ 出席委員 ２番 中元  茂雄 君 ３番 原田  淳一 君 

 ４番 寺西 久美子 君 ５番 岩政  幸人 君 

 ６番 吉 弘  功 君 ７番 勝本  澄人 君 

 ８番 下土井  進 君 ９番 鈴木  喜義 君 

  １０番 岡本  幸子 君 １１番 大崎  正男 君 

 １２番 齋藤  貴之 君 １３番 宮本  三雄 君 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

４ 欠席委員 １番 槇本  正男 君  

   

   

 

５ 説明のため出席した者  

 事 務 局 長    伊藤  義人 君 

 事務局次長    下前  真一 君 

 

 

 

 

６ 記事ならびに議事録調整者 

 職   員    菅岡  利夫 君 
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会議に付議した事項 

 

議案第２号  農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

議案第３号  農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

議案第４号  農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計 

画の決定について 
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第２回農業委員会総会次第 

 

  

議長 宮本君 

 

それでは、ただ今から第２回の農業委員会総会を開会いたします｡ 

出席委員は、１３名中の１２名で、定足数に達しておりますので、総会

は成立しております。 

 

議長 宮本君 

 

会議録署名委員の指名を行います。 

会議録署名委員は、会議規則第１６条の規定により、議長において寺

西委員と岩政委員を指名いたします。 

よろしくお願いいたします。 

次に、会期についてお諮りいたします。 

本会議の会期は、本日一日限りとしたいと思いますが、ご異議ござい

ませんか。 

（異議なしの声あり） 

はい、異議なしと認めます。 

よって会期は、本日一日限りと決定いたします。 

 

議長 宮本君 それでは、ただいまから議事に入ります。 

議案第２号を上程します。 

事務局からの議案の説明をお願いいたします。 

 

局長 伊藤君 議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

申請人 外１名（田 ３２５㎡）から別紙調書のとおり農地以外の目

的に供するため、農地法第４条第１項の規定による申請があったので、

許可の可否について意見を求めます。 

令和２年８月１８日提出 柳井市農業委員会長 宮本 三雄。 

調書につきましては、下前次長が説明いたします。 

 

次長 下前君 

（４条－１） 

 

 

それでは、調書に基づきましてご説明申し上げます。 

整理番号１番でございます。 

申請地は、●●●●●●番● 地目 田 面積７６㎡ 外１筆 合計

２２６㎡です。 

申請人は、●●に在住していますが、●●などに農地を持ち、保全管理

等をしているところです。 

本件は自己用農家住宅の敷地拡張をするものです。 

申請地は、位置図に示していますが、●●●●から西へ６９０ｍの距

離にある●●●●から、西に１６０ｍに位置する農地です。 

なお、本案件は既に自己用住宅の一部及びカーポートとして無断転用

しており、今後、農地法を遵守する旨の始末書が提出されています。 
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本件につきまして、審査基準の適合については、別紙現地調査票のと

おり、整理番号１番の農地区分は、公共投資の対象となっていない１

０ha未満の小集団の農地である第２種農地と、都市計画法による用途

地域内の農地である、第３種農地に判断されます。 

「立地基準」、「一般基準」について審査した結果、適当と考えます。 

 

（４条－２） 

 

 

続きまして、整理番号２番でございます。 

申請地は、●●●●●●番● 地目 田 面積１，０９３㎡の内９９

㎡です。 

申請人は、現在の自己用駐車場が手狭であり、このたび自宅そばに自

己用駐車場を整備するものです。 

申請地は、位置図に示していますが、●●●●から南へ３㎞の距離に

ある、●●●●にある農地です。 

本件につきまして、審査基準の適合については、別紙現地調査票のと

おり、整理番号２番の農地区分は、概ね１０ha以上の規模の一団の農

地内にある農地であり、第１種農地と判断されますが、施行規則第３

３条第４号に規定する住宅その他申請に係る土地の周辺の地域におい

て居住する者の日常生活上必要な施設で集落に接続して設置されるも

のに該当し、許可の対象となるものです。 

「立地基準」、「一般基準」について審査した結果、適当と考えます。 

以上で事務局からの説明を終わらせていただきます。 

 

議長 宮本君 はい、ありがとうございます。 

以上で説明を終わります。 

それでは、ご審議をお願いいたします。 

整理番号１番につきまして、●●地区担当委員の●●委員。 

 

●番 ●●君 いま説明のございましたとおりでございまして、先般関係の農業委員

と最適化推進委員とで現地を確認いたしまして、許可基準全てに該当

し問題ないということでございまして、一応私たち確認いたしました

者につきましては問題ないというふうに考えております。 

皆様方のご審議をよろしくお願いいたします。 

 

議長 宮本君 整理番号１番につきまして、他に質疑はございませんか。 

（質疑なしの声あり） 

ないようですので、質疑なしと認めます。 

 

議長 宮本君 次に、整理番号２番につきまして、●●地区担当委員の説明をお願い

いたします。 
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●番 ●●君 整理番号２番につきましては、先程事務局からありましたけれども、

自己用住宅の駐車場が手狭なために、自宅のすぐ前のですね田んぼに

計画しております。 

許可基準とも適当と認めます。 

どうかご審議の方よろしくお願いいたします。 

 

議長 宮本君 はい、整理番号２番につきまして、他に質疑はございませんか。 

（質疑なしの声あり） 

ないようですので、整理番号２番につきましては質疑なしと認めます。 

 

議長 宮本君 それでは、質疑を終了し、整理番号１番と２番で、原案のとおり可決・

承認することについて、ご異議のない方は挙手をお願いいたします。 

（全員異議なく挙手） 

はい、全員挙手と認めます。 

つきましては、議案第２号については、可決・承認と決します。 

 

議長 宮本君 続きまして、議案第３号を上程します。 

事務局から説明をお願いいたします｡ 

 

局長 伊藤君 議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

申請人 外５名（田 ６，４５５㎡、畑 ６６８㎡）から別紙調書のと

おり農地転用を目的とする所有権等取得のため、農地法第５条第１項

の規定による申請があったので、許可の可否について意見を求めます。 

令和２年８月１８日提出 柳井市農業委員会長 宮本 三雄。 

調書につきましては、下前次長が説明いたします。 

 

次長 下前君 

（５条－１） 

 

それでは、調書に基づきましてご説明申し上げます。 

整理番号１番でございます。 

申請地は、●●●●●●番● 地目 畑 面積３０９㎡ 外１筆 合

計 畑 ３３８㎡です。 

受人は、現在市内のアパートに住んでいますが、家族の将来を考え、住

環境の良い申請地に自己用住宅を建設するものです。 

渡人は、受人の要望に応じ譲り渡すものです。 

申請地は、位置図に示していますが、●●●●から北西へ約５８０ｍ

の距離にある、●●●●と●●●●に沿った農地です。 

本件につきまして、審査基準の適合については、都市計画法による用

途地域内の農地であり、第３種農地と判断されます。 

「立地基準」、「一般基準」について審査した結果、適当と考えます。 

 

（５条－２） 続きまして、整理番号２番でございます。 
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申請地は、●●●●●●番● 地目 田 面積１，３６５㎡ 外１筆 

合計２，６８２㎡です。 

申請人は、市内に本店を置く不動産業を営む法人です。 

申請人は、住環境に恵まれた申請地に、宅地分譲１０区画を造成し販

売するものです。 

渡人は、譲り受人の要望に応じ譲り渡すものです。 

申請地は、位置図に示していますが、●●●●から北へ１．２㎞の距離

にある、●●●●と●●●●の間にある農地です。 

本件につきまして、審査基準の適合については、整理番号２番は、都市

計画法による用途地域内の農地であり、第３種農地と判断されます。 

「立地基準」、「一般基準」について審査した結果、適当と考えます。 

なお、転用許可については開発許可と同時施行といたします。 

 

（５条－３） 

 

 

続きまして、整理番号３番でございます。 

申請地は、●●●●●●番● 地目 畑 面積３３０㎡です。 

申請人は、市内に本店を置く福祉関連の生活関連サービス業、障がい

者などを対象とした便利屋というようなサービス業を営む個人事業者

です。 

このたび、事業のため事務所と駐車場を建設するものです。 

渡人は、譲り受人の要望に応じ譲り渡すものです。 

申請地は、位置図に示していますが、●●●●から北へ１．４㎞の距離

にある、●●●●にある農地です。 

本件につきまして、審査基準の適合については、整理番号３番の農地

区分は、公共投資の対象となっていない１０ha未満の小集団の農地で

あり、第２種農地と判断されます。 

「立地基準」、「一般基準」について審査した結果、適当と考えます。 

 

（５条－４） 

 

 

続きまして、整理番号４番でございます。 

申請地は、●●●●●●番● 地目 田 面積９１６㎡ 外１筆 合

計 田 １，８４４㎡です。 

申請人は、●●に居住する個人で、売電収入を見込みパネル設置面積

４６５．０２㎡、発電出力４９．５０kwを建設するものです。 

渡人は、譲り受人の要望に応じ譲り渡すものです。 

申請地は、位置図に示していますが、●●●●から南西へ４９０ｍの

距離にある、●●●●にある農地です。 

本件につきまして、審査基準の適合については、整理番号４番は、都市

計画法による用途地域内の農地であり、第３種農地と判断されます。 

「立地基準」、「一般基準」について審査した結果、適当と考えます。 

 

（５条－５） 続きまして、整理番号５番でございます。 
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申請地は、●●●●●●番● 地目 田 面積９８５㎡です。 

申請人は、市内に本店を置く建築業を営む法人です。 

申請人は、現在事務所の北側を借りて資材置場にしていますが、所有

者から返還の申し出があり、新たに資材置場が必要になったため事務

所の南側に隣接する申請地に資材置場を建設するものです。 

渡人は、高齢のため耕作管理が困難なため、譲り渡すものです。 

申請地は、位置図に示していますが、●●●●から北西へ１．２㎞の距

離にある、●●●●にある農地です。 

本件につきまして、審査基準の適合については、農地区分は、公共投資

の対象となっていない１０ha未満の小集団の農地であり、第２種農地

と判断されます。 

「立地基準」、「一般基準」について審査した結果、適当と考えます。 

 

（５条－６） 

 

 

続きまして、整理番号６番でございますが、調書につきまして一点訂

正がございます。 

整理番号６番の備考の所の資材置場建設のため、第１種農地と記載し

ておりますが、第２種農地の間違いでございます。 

お詫び申し上げますとともに、訂正の方をお願いいたします。 

第２種農地で訂正をお願いいたします。 

それでは、整理番号６番につきまして、改めましてご説明申し上げま

す。 

申請地は、●●●●●●番● 地目 田 面積９４４㎡です。 

申請人は、●●に本店を置く土木建築業を営む個人の個人事業者です。 

申請人は、現在借りている資材置場が、所有者から返還の申し出があ

り、新たに資材置場が必要になったため、申請地に新しい資材置場を

建設するものです。 

渡人は、整理番号５番と同一で高齢のため耕作管理が困難なため、譲

り渡すものです。 

申請地は、位置図に示していますが、●●●●から北西へ１．１㎞の距

離にある、●●●●にある農地です。 

整理番号５番の申請地から住宅を挟んで南へ５０ｍの距離にある農地

でございます。 

本件につきまして、審査基準の適合については、公共投資の対象とな

っていない１０ha未満の小集団の農地であり、第２種農地と判断され

ます。 

「立地基準」、「一般基準」についても審査した結果、適当と考えます。 

以上で事務局からの説明を終わらせていただきます。 

 

議長 宮本君 はい、ありがとうございます。 

たくさんありますが、整理番号１番から４番につきましては、●●担
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当委員の●●さんお願いいたします。 

 

●番 ●●君 １番から４番につきましては、今事務局の方から詳しい説明をいただ

きました。 

これは、１番、２番、４番が第３種農地で、３番が第２種農地でござい

まして、全て許可基準には適合しておりまして、関係農業委員並びに

最適化推進委員とで現地の確認もいたしまして、転用目的に対しまし

ての別に問題点はございませんので、私たちは別に問題ないというふ

うに判断させていただきました。 

皆様方のご審議をよろしくお願いいたします。 

 

議長 宮本君 はい、１番から４番につきまして、他に質問はございませんか。 

（質疑なしの声あり） 

ないようですので、整理番号１番から４番につきましては、質疑なし

と認めます。 

 

議長 宮本君 次に、整理番号５番、６番につきましては、●●地区担当委員の●●さ

ん。 

 

●番 ●●君 先日現地を確認に行きました結果、問題ないという報告をここでいた

します。 

審議の方よろしくお願いいたします。 

 

議長 宮本君 はい、整理番号５番、６番につきまして、他に質問はございませんか。 

（質疑なしの声あり） 

はい、ないようですので、質疑なしと認めます。 

 

議長 宮本君 質疑を終了し、整理番号１番から６番の議案第３号については、原案

のとおり可決・承認することについて、ご異議がない方は挙手をお願

いいたします。 

（全員異議なく挙手） 

はい、全員挙手と認めます。 

よって、議案第３号については、可決・承認と決します。 

 

議長 宮本君 続きまして議案第４号ですが、農業委員会等に関する法律第３１条の

規定により、議事参与が制限されますので、●●委員は議事に参与し

ないことにいたします。 

それでは、議案第４号を上程します。 

事務局からの説明をお願いいたします。 
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局長 伊藤君 議案第４号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農

用地利用集積計画の決定について 

別紙調書のとおり農用地利用権等設定のため、農業経営基盤強化促進

法第１８条第１項の規定に基づき、この会の意見を求めます。 

令和２年８月１８日提出 柳井市農業委員会長 宮本三雄。 

調書につきましては、下前次長が説明いたします。 

 

次長 下前君 それでは、調書の農用地利用集積一覧表を見ていただけたらと思いま

す。 

市長より令和２年８月１８日付けで農用地利用集積計画の決定を求め

られています。 

１件、１筆、１，４２０㎡の新規の利用権の設定でございます。 

以上の計画要請の内容は、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の

経営面積・従事日数などの各要件を満たしていると考えます。 

以上で事務局からの説明を終わらせていただきます。 

 

議長 宮本君 はい、以上で説明を終わります。 

それでは、議案第４号につきましてご審議をお願いいたします。 

質疑はございませんか。 

（質疑なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

 

議長 宮本君 それでは、質疑を終了しまして、議案第４号につきましては、原案のと

おり可決・承認することについて、異議のない方は挙手をお願いいた

します。 

（全員異議なく挙手） 

はい、全員挙手と認めます。 

よって、議案第４号につきましては、可決・承認と決します。 

 

議長 宮本君 それでは、以上をもちまして総会は閉会といたします。 

（閉会 午前９時２３分） 

 

 


