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第５回農業委員会総会会議録 

 

１ 開催日時  令和２年１１月１６日（月） 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 １番 槇本 正男 君 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   

   

   

 

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１５号  農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

議案第１６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１７号  農地法第５条第１項の規定による許可申請について 
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第５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５回農業委員会総会を開会いたします｡ 

出席委員は、１３名中の１３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 

岡本委員と大崎委員にお願いいたします。 

次に、会期についてお諮りいたします。 

本会議の会期は、本日一日限りといたしたいと思いますが、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１５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１５号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

申請人（畑 １，１１３㎡）から別紙調書のとおり農地所有権等取得の

ため、農地法第３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１１月１６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 

（３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１，１１３㎡です。 

権利の種類は、所有権の移転です。 

申請地は、自己所有農地に隣接しており、耕作管理が便利なため、この

たび譲り受けるものです。 

渡人は、高齢により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、●●●●から北東へ約１．９㎞の

距離にある、●●●●から南に６０ｍの距離にある農地です。 

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、全部効率利用要件、農作業常時従事要件、下限面積要件、地域と

の調和要件を審査した結果、適当と考えられます。 

よって、農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件のすべ
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て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、以上で補足説明を終わります。 

それでは、ご審議をお願いいたします。 

整理番号１番につきましては、●●地区担当委員の●●委員お願いい

たします。 

 

●番 ●●君 今事務局の方からご説明ありましたとおり、１１月６日の日にですね、

関係農業委員、最適化推進委員、事務局と一緒にですね、現地を確認い

たしました。 

申請人が、周りの色んな耕作地、それから色んな土地の最適化と言い

ますかね、管理も良くされておりまして、このことにつきましては別

に問題はないというふうに私たちも理解しておりますので、審議の程

よろしくお願い申し上げます。 

 

議長 宮本君 はい、整理番号１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、質疑なしと認めます。 

 

議長 宮本君 それでは、質疑を終了して、整理番号１番 議案第１５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、１５号につきましては、可決・承認と決します。 

 

議長 宮本君 続きまして、議案第１６号を上程します。 

事務局の説明をお願いいたします。 

 

局長 伊藤君 議案第１６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（畑 ４９３㎡）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１１月１６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 畑 面積４９３㎡です。 
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 申請人は、定年退職に合わせ、申請地に住所を移転し自己用住宅とし

て使用するものです。 

本案件は、前所有者が平成５年頃より自己用住宅として無断転用した

もので、このたび、改めて追認許可申請が提出されたものです。 

また、無断転用ということで、始末書も提出されております。 

申請地は、位置図４条－１という所でございます。 

●●●●から西へ１㎞の距離にある、●●●●から南に１０ｍの距離

に位置する農地です。 

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。 

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 補足説明を終わります。 

それでは、ご審議をお願いいたします。 

整理番号１番について、●●地区担当委員の●●委員お願いいたしま

す。 

 

●番 ●●君 この案件はですね、元、●●を●●が作っておられたんですが、それが

亡くなって、この●●で●●をされておったのが、このたび、こっちへ

帰ってこられるということで申請がございました。 

１１月の６日に地元委員、それから事務局さんと審査しましたが、何

の問題はないと思いますので、よろしくご審議の程お願いいたします。 

 

議長 宮本君 はい、整理番号１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、整理番号１番については、質疑なしと認めます。 

 

議長 宮本君 それでは、整理番号１番について、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。 

よって、１６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１７号を上程いたします。 

事務局の説明をお願いいたします。 

 

局長 伊藤君 議案第１７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（田 ２３３㎡）から別紙調書のとおり農地転用を目的とする
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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１１月１６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。 

 

（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 田 面積２３３㎡です。 

受人は、市内に本店を置く法人の役員で、自宅の隣接地に資材置場を

建設し、自社へ貸し出すものです。 

現在の資材置場を本社の一角に置いておりますが、そこを作業場とし

て活用するため。新たに資材置場を探していたものです。 

なお、転用目的の種類のところに、貸資材置場 包装関係資材と記載

しておりますが、具体的には、部品・製品を送る際の製品を梱包、養生

する木材でございます。 

それを置く、貸資材置場ということでございます。 

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、●●●●から西へ６７０ｍの距

離にある、●●●●に沿った農地です。 

位置図の５条－１という所でございまして、●●●●の●●●●と●

●●●の間のちょうど●●●●に沿った農地でございます。 

本件につきまして、審査基準の適合については、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。 

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 以上で補足説明を終わります。 

それでは、ご審議をお願いいたします。 

整理番号１番につきましては、●●地区担当委員の●●委員お願いい

たします。 

 

●番 ●●君 整理番号１番について、１１月４日に現地確認を行いました。 

ただいま事務局から説明のあったとおりで、受人が資材置場を建設し、

自身が役員を務める会社に貸し付けるものです。 

地元委員として異議ありません。 

よろしくお願いいたします。 

 

議長 宮本君 はい、整理番号１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） 
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はい、質疑なしと認めます。 

 

議長 宮本君 質疑を終了して、整理番号１番 第１７号について、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。 

よって、１７号については、可決・承認と決します。 

 

議長 宮本君 それでは、以上の３件をもちまして総会は閉会とします。 

（閉会 午前９時１３分） 

 

 


