
 

 

 

 

 

 

 

平成３０年第１０回 
 

蓮田市農業委員会総会議事録 
 

 

 

【注】  発言内容については、その要旨を掲載しています。ただし、発言 

そのものの記載ではありません。 

 

この公開用議事録は、個人情報に関連すると思われる部分等については、 
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〔日 時〕平成３０年１０月２５日（木） 

 

 

〔場 所〕蓮田市役所３０１会議室 

 

取扱区分：公開 



平成３０第１０回 蓮田市農業委員会総会議事録 

 

 

蓮田市農業委員会（議長）萩原和夫は、平成３０年第１０回蓮田市農業委員会総会を蓮

田市役所３０１会議室において開催するにあたり、各委員を招集する。 

 

１ 開催日時  平成３０年１０月２５日（木） 午後２時 

 

２ 閉会日時  平成３０年１０月２５日（木） 午後３時４５分 

 

３ 出席委員（１４人） ※番号は議席番号 

   １番 野口 勇     ２番 門井 隆      ３番 齋藤 重信 

   ４番 萩原 和夫    ５番 竹内 昭一     ６番 原田 順一 

   ７番  政広    ８番 杉﨑 國昭     ９番 髙橋 建一 

  １０番 寺田 進    １１番  竹内 幸男     １２番 岩﨑 久  

  １３番 篠﨑 明   １４番 齋藤 博司        

   

４ 欠席農業委員（０人）      

 

５ 出席推進委員（５人） ※（）内は担当地区 

  （平野）山口 実   （黒浜）澁谷 秀男 

  （黒浜）山本 寿一  （蓮田）常見 淳   （蓮田）山口 惠司 

 

６ 欠席推進委員（１人）    

  石井 正孝 

７ 議事日程 

  第１ 議事録署名委員の指名について 

  第２ 議案第１号 農用地利用集積計画による利用権設定について（貸借関係） 

     議案第２号 農用地利用配分計画案の作成に対する意見について 

議案第３号 農地法第３条第１項の規定による許可申請の許可について 

          議案第４号 農地法第４条第１項の規定による許可申請の許可について 

          議案第５号  農地法第５条第１項の規定による許可申請の許可について 

          議案第６号  農地法第５条の規定による許可後の計画変更申請の許可について 

     報 告 １ 農地法第３条の３第１項の規定による届出の受理について 

報 告 ２  農地法第４条第１項第７号の規定による届出の受理について 

報 告 ３  農地法第５条第１項第６号の規定による届出の受理について 

報 告 ４  農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報 告 ５  農地法第５条第１項の規定による許可申請の取下げについて 

 

 



８ 出席した農業委員会事務局職員（３人） 

    事務局長    柴田 賢次 

   事務局主査   増田 仁子  

   事務局主事   安西 拓也 

 

９ 傍聴人（０人） 

  なし 

 

１０ 会議の概要 

   

 開 会 

 

（事務局長） 

ただいまから平成３０年第１０回蓮田市農業委員会を開催したいと思います。開会に先

立ちまして萩原会長からご挨拶お願いします。 

 

（会 長）―会長挨拶― 

 

（事務局） 

ありがとうございました。以降の進行につきましては、会議規則に基づきまして、萩原

会長、よろしくお願いいたします。それから今回お配りした議案の他にですね、追加で紙

１枚でテーブルの方に置かせていただいたんですけど、報告５というかたちで報告が１件

追加されましたので、ご了承願いたいと思います。 

  

（議 長） 

 それでは、議長の座を務めさせていただきます。着座にて進めさせていただきますので

よろしくお願いいたします。 

本日の議事に入ります前に、平成３０年９月２５日に開催いたしました平成３０年第９

回農業委員会総会の会議録案について皆様方に事前に送付をさせていただいています。委

員の皆様方においては、確認していらっしゃることと思います。修正個所がある場合は、

この場で修正をして署名をいただき、議事録とさせていただきます。委員の皆様、修正箇

所がありますでしょうか。それでは、どなたかいらっしゃいますでしょうか。あった場合

は挙手をしてお願い申し上げます。よろしいでしょうか。 

 

（委 員） 

 はい、内容的には大丈夫だと思うんですけど、１枚目をめくった５番、推進委員さんが

５人になってますけど、６人で大丈夫ですか。 

 

（事務局） 

 間違いでございます。併せまして３番の出席委員のところもですね、１２名になってご



ざいまして、申し訳ございません、こちらも１４名でございます。 

 

（議 長） 

 他には何かございますか。 

 

（委 員） 

異議なし。 

 

（議 長） 

よろしいですか。それでは無いようでございますが、毎回私のあとに署名をいただいて

いますが、私の署名に続きまして●●番●●●●さん、●●番●●●●さんにお願いを申

し上げます。ただいま●●●●さんが遅れて来るとのことですので、後で署名をいただく

こととします。またその前の第８回の会議録については、今回お願いしたいんですが、●

●●●さん、●●●●さん、よろしくお願いいたします。こちらも休憩時間によろしくお

願いいたします。 

それでは、本日の出席状況につきまして報告をいたします。●●●●さんがまだ見えて

おりませんが、農協の関係で会議がございまして、終了後出席させていただきたいとの話

をうかがっております。それから先ほど申し上げました、●●●●さんについても、後程

来られると思います。 

次に本日の会議の議事録の署名人の指名をいたします。●●番●●●●さん、●●番●

●●●さんにお願いを申し上げます。 

それでは、ただいまから議事に入ります。本日の提出の議案は、事前に配布の資料の通

りでございます。農地法の法令の許可に関する議案は、議案第１号から議案第６号までと

なります。報告の案件は、追加で１件増えまして報告１から報告５となります。 

それではただいまから順次議題といたします。２ページの議案第１号農用地利用集積計

画による利用権設定について（貸借関係）でございます。それでは議案第１号の新規設定

内容につきまして事務局より朗読の方よろしくお願いいたします。 

 

（事務局） ― 議案第１号、議案書朗読 ― 

  

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。それでは、議案第１号の番号１について担当地区の委

員の方からご説明の方、よろしくお願いいたします。 

 

（委員） 

 はい、議案第１号と第２号は関連がございますので、一緒に説明させていただきたいと

思います。先日、貸人の●●●●と借人の●●●●に伺って来ました。●●●●は高齢と

いうことで、農地利用集積利用権につきましては、事前より、水田につきましては、●●

●●と畑につきましては、●●●●と貸借関係がありましたが、今度●●●●の要望によ

り、●●●●を通して貸借関係を結ぶという依頼がありましたので、本件をお願いしたと



いうことです。耕作地。圃場につきましては、田んぼは水稲を作付けられております。畑

につきましては、野菜が作付けられ管理されていることを確認しました。補足説明があり

ましたら事務局の方でお願いします。 

 

（議 長） 

ありがとうございました。議案第１号の番号１について、ただいまの内容について、補

足ありましたらお願いします。 

 

（事務局） 

 ほぼ●●●●さんの説明があった通りですが、●●●●がご高齢のために全て●●●●

に貸し出したいという意向があったために、今回平成３１年１月 1日から貸借が始まりま

す。以上です。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。ただいまの説明について、ご意見ご質問ございますで

しょうか。 

 

（委 員） 

異議なし。 

 

（議 長） 

はい、よろしいですか。質問がないようでございますので、採決をいたします。議案第

１号の番号１について、承認することに賛成の方挙手をお願いいたします。はい、全員の

方、賛成でございます。よって議案第１号につきましては承認をいたします。 

続きまして、３ページの議案第２号、農用地利用配分計画案の作成に対する意見につい

てでございます。事務局の方で朗読をお願いします。 

 

（事務局） ― 議案第２号、議案書朗読 ― 

 

（議 長） 

ありがとうございました。先ほど説明していただいたんですが、もし何かご説明いただ

ければお願いします。 

 

（委 員） 

 先ほども説明した通りなんですけど、９筆ありまして、５筆田んぼについては作付けす

るということです。後の下の４筆についきましては、●●●●ですか、こちらの方で野菜

等を作付けして貸借関係を結ぶというものでございます。 

 

（議 長） 

ありがとうございました。それでは事務局の方で何かございましたら。 



 

（事務局） 

ありません。 

 

（議 長） 

それでは、ただいま議案第２号については、担当委員さんからお話があった通りでござ

います。ただいまの説明について、ご意見ご質問ございますでしょうか。 

 

（委 員） 

異議なし。 

 

（議 長） 

はい、質問がないようでございますので、採決をいたします。議案第２号の番号１から

番号９について承認することに賛成の方、挙手をお願いします。はい、全員の方賛成であ

ります。よって、議案第２号の番号１から番号９について承認することにいたします。 

 続きまして、４ページの議案第３号、農地法第３条第１項の規定による許可申請の許可

についてでございます。第３号の議案につきまして、事務局の朗読をお願いいたします。 

 

（事務局） ― 議案第３号、議案書朗読 ― 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございます。議案第３号番号１について担当の委員の方から説明をお

願いいたします。 

 

（委 員） 

 補足説明資料の１ページと２ページ目を開いてお話したいと思います。それでは、議案

第３号を説明させていただきます。譲渡人、●●●●とは●●●●に帰られたため会うこ

とはできませんでした。●●●●は●●●●さんが亡くなられ一人で生活しておられると

いうことです。●●●●が●●●●で●●●●に住んでおられまして、老後は●●●●の

方に行って帰って子どもと一緒に生活したいと言っていました。それで土地を手放したい

と言っていました。譲渡人については１０月２１日に伺って来たんですが、●●●●につ

いては、現在勤めております。●●●●につきましては、貸借関係は結ばれております。

耕作は栗の木と野菜がちょっと作られておりました。今回、●●●●は譲受人ですが、譲

受人の下限面積が達していない案件でありますので、その辺を審議していただいて、面積

が少ないので４０アールに満たないということであります。補足説明を事務局の方でお願

いします。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。それでは、事務局より補足がありましたらお願いしま

す。 



 

（事務局） 

 議案第３号についての補足説明をいたします。補足説明資料をご覧ください。１番、●

●●●の下限面積要件借り受け地３９６㎡、合計３９６㎡、耕作面積３９６㎡になってお

ります。●●●●さんがおっしゃっていた通り４０アールを満たしておりません。全部効

率利用要件については１筆だけなので耕作は確認をしております。地域との調和要件、現

況畑、取得後の計画も畑ということです。農作業従事要件ですが、ご本人の申告により１

５０日以上農作業に従事しているということでした。今回申請をお預かりするにあたって、

総会に諮るまでもなく要件が満たないので不許可になると思いますよとお話を差し上げた

んですが、どうしても出してほしいということで出されて行きました。不許可になってし

まっても意見を申し立ててくるというようなことはないかと思われます。以上です。 

 

（議 長） 

それでは、ただいま議案第３号については、担当委員さんからお話があった通りでござ

います。ただいまの説明について、ご意見ご質問ございますでしょうか。 

 

（委 員） 

自分といたしましては、規定がありますので、保留ということでよろしいのではと思う

んですけど、意見として。 

 

（委 員） 

ずっと保留になっちゃうよ。 

 

（委 員） 

これ譲受人は３．９６アールというのは４０アールに満たないっていうのは。 

 

（委 員） 

３畝ですよね。４畝にちょっとかかるか。 

 

（委 員） 

１０分の１にも満たない。 

 

（委 員） 

ちょっとよろしいですか。●●●●さんから今説明があったんですけど、私この●●●

●という方面識あるんですね。●●●●さんももしかしたらご存じかなと思うんですが、

多分●●●●ですね。非常に真面目な方です。最近は会ってないんですけど、面積要件で

ですね、法律上問題があるかなとは思うんですけど、●●●●と貸付関係があって、その

方がいつこっちに戻るか分からないと貸借関係もおかしくなってしまうと思うんですよね。

また新規就農者扱いでこれから農業を一生懸命やっていくつもりもあり、農地を守ってい

くというためということで、特例的に売買を処理するというのは難しいですか。 



 

（委 員） 

 実は先日、こちらの●●●●あります方、●●●●をやっていた、その●●●●さんな

んです。こういう問題で聞きたいということでお見えになりまして、もちろん今の現時点

では、私も書類を見せてもらったわけでもないですし、単なるこういう状態で隣の家の●

●●●相続で貰った土地をどうしても買ってもらいたいんだということで来たと。事情を

聞くと●●●●で、きまりつけたいと、細長い土地なので農地転用して一軒家を作るには、

ちょっと狭くて無理なような状況下でありますので、また元々管理を頼まれてたらしいん

です。そんな関係でぜひ買ってもらいたいということで、どうなんだと話を伺ったんです

けど、その先の話はあんまり聞いてなかったんですけど、とにかく●●●●の名義に変え

たいんだけど、農地転用して宅地化してからなら、２０年以上市町村に住んでるなら買え

ないことはないということは説明はしておいたんです。実際今日の案件来てみたら農地売

買の状況下にあるわけで、とてもじゃないけど耕作面積が全然足りてない、これはどうみ

ても許可を下せるわけがないというように思いました。事前に私の方に話があったという

ことで、今後の対策については、自分で本格的にどうしても買いたいということがあれば、

他の土地でも借りて４０アール耕作すれば買えるわけですから。その辺のところのアドバ

イスぐらいはやってもいいかなと。 

 

（推進委員） 

 いいですか。●●●●ってのは生きてるの。それならその人が買ったら良いんじゃない

の。その人が買って相続でやれば良いんじゃないの。 

 

（委 員） 

 農家をやってればね、農家じゃないから。 

 

（委 員） 

 農業委員会から、どこかで４０アール借りてなんでも良いから、それで最低条件満たし

てからアドバイス出して今回は保留にした方が良いんじゃないの。 

 

（委 員） 

 その方が良いんじゃないの。最低の下限面積だけでもどっかで確保してもらわないと。

このままだと何回やったって、１０年やったって保留のままだよ。 

 

（委 員） 

 農家やってる人に誰かワンクッションすれば。 

 

（委 員） 

 ワンクッション置いたってだめだよ。 

 

（事務局） 



 さらに補足なんですけれども、今回３条で出してこられたんですが、現在今年の１月１

日から１２月３１日までの利用権が設定されています。前回３条で取得したいというお話

があった時に４反要件が満たないからダメですよ、だから利用権で土地の貸し借りからし

てはどうですかというような話で現在利用権を結んでいます。なのでその時すでに４反な

いとダメですよ、４反やるのであれば今農地がないので貸し借りで４反という数字を作っ

ていただいて３条あげてくるなら問題はないと思いますというお話をしたんですが、●●

●●自身、●●●●にお勤めの方なので、夜間勤務もあって勤務も不規則なので昼間の農

作業がそんなにできない方だとご自身でおっしゃっていたので、４反果たして利用権を設

定したところで、全て耕作出来るかと言ったらやはり耕作できないと、農機具もお持ちで

はないということでしたので、難しいのかなというところがあって前回は利用権、この筆

だけを利用権というかたちで貸し借り、管理してくれる方をということで●●●●の間で

利用権が設定されたという経緯があります。今回１年後で契約更新になりますからという

ことをお話をしたら●●●●ということだったので、その時に今度は利用権３年で更新し

たいですという話で利用権もお預かりしてるんですけど、今回はその前に３条ということ

で出して行かれました。以上です。 

 

（議 長） 

 ありがとうございました。今回の議案で農地法の第３条第１項で出てきているわけでご

ざいまして、私としては４反の下限面積が法律でございますので、それをどうにか、先ほ

どもありましたとおりクリアしていただければ良いわけなんですが、今回の場合は、保留

というかたちにしますと、保留にしてもダメなんですよね。先ほどお話があったように●

●●●が４反やって農業やりますと言った場合には。 

 

（事務局） 

 本当に新規参入するという話であれば、最初はおそらく所有権移転ということではでき

ないと思うんですけど、利用権から始まって、その４反要件さえ満たせればしっかり４反

耕作していることも確認できれば、そのあとこの筆だけでも３条取得の申請をしていただ

いても問題はないと思います。 

 

（議 長） 

 では一旦今回のものについては、保留ではなくて不許可というかたちで持っていくか、

それとも保留にするのか。 

 

（事務局） 

 それだと４反要件をクリアするまでずっと持っていないといけないです。その間本当に

４反要件をクリアできるのかという問題があります。 

 

（委 員） 

 とりあえず一旦不許可でいいんじゃないんですか。 

 



（議 長） 

 ではまた要件を満たしたら新しく出してもらうと。 

 

（委 員） 

 先ほどから事務局さんの方からお話があるように、●●●●の方にはこういった４反要

件とか色々お話されているみたいですし、また前回の利用権１年が切れるということで３

年の利用権もお預かりしているというお話ですから、多分ご本人さんはそういった諸事情

分かってると思いますので、今回は所有権をどう曲げても無理なものは無理ですから不許

可にして、利用権３年をお預かりしているということですから利用権の３年でとりあえず

おすすめをすると、その間にご本人さんが本気で所有権を持ちたいということなら徐々に

面積を増やしていってそっちの方に向いていくという方法しか無いのではないんですかね。

これも不許可ですよね。だからと言って農地をほったらかしにする訳にもいかないですか

らやっぱり守ってもらうためには、利用権があるわけですから、その利用権の更新をして

いただいて、同じようなかたちで農地を管理してもらうということしかないと思いますけ

どね。 

 

（議 長） 

 ありがとうございます。ただいま●●●●さんからお話がありました。他の委員さんは

どうでしょうか。●●●●さんが意見を出していただいたかたちで今後は事務局さんと対

応していただくということで、今回は不許可ということで進めていこうかと思いますが、

よろしいでしょうか。 

 

（委 員） 

異議なし。 

 

（議 長） 

はい、それでは、議案第３号、農地法第３条第１項の規定による許可申請の許可につい

てですけれども、ただいまの件について、不許可ということで賛成の方は挙手をお願いし

ます。はい、全員の方賛成であります。よって、議案第３号、農地法第３条第１項の規定

による許可申請の許可については不許可ということでさせていただきます。 

 続きまして、議案第４号、農地法第４条第１項の規定による許可申請の許可についてで

ございます。第４号の議案につきまして、事務局の朗読をお願いいたします。 

 

（事務局） ― 議案第４号、議案書朗読 ― 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございます。議案第４号番号１について担当の委員の方から説明をお

願いいたします。 

 

（委 員） 



 それでは、議案第４号番号１についてご説明いたします。まず場所につきましては、旧

１２２号線を関山から下っていただきます。そうしますとセブンイレブンを超えましてそ

の次ファミリーマートの交差点がございます。そのファミリーマートを５、６０メートル

行った右側になります。ちょうどプリエとファミリーマートの中間地点の下り進行方向右

側の土地になります。●●●●におきましては、同じ閏戸、この土地の近くに住んでおら

れます。●●●●と一緒に住んでおられまして、今度、自分で住まわれて自分の家を持ち

たいということで、この農転の方が出てきました。場所につきましては、きれいになって

おりまして、事前着工等もない状態で問題はないかと思います。補足あれば事務局の方で

お願いします。 

 

（事務局） 

 番号１について、補足をいたします。場所についてですが、ただいま●●●●さんから

お話があったとおりでございます。転用筆数は１筆、面積は１９５㎡であり、農振農用地

区域外の農地でございます。 

 農地区分でございますが、こちらの農地は、第１種農地、第３種農地のいずれにも該当

せず、小集団の生産性の低い農地ですので第２種農地でございます。 

 申請内容については、住宅建築の申請でございます。申請者は現在、市内大字閏戸で●

●●●が所有する居宅で同居しておりますが、同居には手狭であること、今後の生活や結

婚を考え住宅建築の申請に至りました。 

資金計画については、全額、自己資金で対応しまして、汚水等の処理については、合併浄

化槽を設置し、前面の道路側溝に接続する計画です。開発の許可見込みについては、昨日

２４日に建築指導課から許可見込みありと合議を頂いております。現地については、きれ

いに整地されており、違反等はございませんでした。以上補足説明といたしまして、皆様

のご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。議案第４号については、ただいま担当委員さん、また

事務局の補足説明の通りでございます。ただいまの内容につきまして、ご質問ご意見等ご

ざいませんでしょうか。 

 

（委 員） 

 異議なし。 

 

（議 長） 

 よろしいですか。それでは質問がないようでございますので、採決をいたします。議案

第４号の番号１について承認することに賛成の方、挙手をお願いします。はい、全員の方

賛成であります。よって、議案第４号の番号１について承認することにいたします。続き

まして、６ページ議案第５号農地法第５条第１項の規定による許可申請の許可についてで

ございます。事務局より朗読をお願いします。 

 



（事務局） ― 議案第５号、議案書朗読 ― 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。それでは、議案第５号の番号１について担当地区の委

員の方からご説明の方、よろしくお願いいたします。 

 

（委員） 

 はい、●●●●さんお願いします。資料用意されておりまして、議案第５号①現地案内

図に記載されております。土地の所在は県道蓮田杉戸線がかかります川島橋から下へ向か

う地内でありまして、見沼福祉会が経営する福祉作業所の蓮田蓮実作業所のすぐ南側に位

置しております。この反対なんですが、今年の５月２５日の第５回総会におきまして、●

●●●として出されそして許可されたものに関連するものです。先の●●●●なんですが、

公図の写しも用意されておりまして、その写しのですね、●●●●でございます。それで

先日土地所有者の●●●●と●●●●にお話を伺いました。●●●●がおっしゃるにはで

すね、この土地はこれまで貸し付けされて水田利用してきたとのことでございます。また

●●●●が言われるには、現在の現場作業所の敷地には、３７台の駐車スペースが確保さ

れておりますが、今後工事が進捗するに従いまして、●●●●では通勤者等の駐車場が不

足するということで●●●●の農地を借用し更に４０台分のですね、駐車場の拡大をした

いということでございます。期間としては４年くらい使用したいということでした。●●

●●。補足等あれば事務局でお願いします。 

 

（議 長） 

 事務局で補足説明をお願いします。 

 

（事務局） 

番号１について補足します。場所はただいま●●●●さんからお話があったとおりでご

ざいます。です。転用筆数は●●●●、転用面積は●●●●㎡であり、農用地区域外にあ

る農地でございます。 

次に農地区分でございますが、おおむね１０ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内

にある農地ですので、第１種農地でございます。 

申請内容についてですが、補足説明資料の写しをご覧ください。今回の申請地北西側に

隣接する●●●●を●●●●付け●●●●で●●●●を出しております。今回は●●●●

の建設工事の進捗に伴い、事務所敷地に設けている駐車スペースが不足しているというこ

とで、今回新たに従業員用の駐車場敷地を確保する必要があり、今回の申請に及びました。

●●●●ということで、●●●●でございます。●●●●までに借用前の状態に現況復旧

を行い、地権者立ち合いの元完了を確認し、その後土地の返却するという内容で復元計画

書も提出していただいております。現況復元費用を含めた見積書も併せて確認済です。 

次に資金計画については、全額、自己資金で対応するものでございます。 

排水計画については、敷地内に排水施設を設け、前回仮設事務所を建てる時に設置した

排水管に接続するものでございます。開発行為については、建築物を伴わないので、許可



不要です。現地についても、事前着工等の違反はありませんでした。以上補足説明といた

しまして、皆様のご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。議案第５号については、ただいま担当委員さん、また

事務局の補足説明の通りでございます。ただいまの内容につきまして、ご質問ご意見等ご

ざいませんでしょうか。 

 

（委 員） 

 はい、この土地は●●●●と地続きなの。 

 

（事務局） 

 地続きではないです。道路を挟んで離れています。 

 

（委 員） 

 間に側道が入っていますね。東北道の側道。今事務局の方であったように、地続きでは

ないけど、近接した土地です。 

 

（委 員） 

 公図の写しで言いますと、公図の写しの一番左側にこう左カーブの半円がありますよね。

●●●●、これが●●●●です。ですからこれだけ間が離れているということですね。公

図の写し一番後ろの、それの一番左にカーブが書かれてますね。カーブで図示されてます

けれども、●●●●の外周道路を作ったところですので、そこから今回の案件まではこれ

だけ離れています。 

 

（事務局） 

 分かりますか。この図面のですね、一番端の方に半円でこう切ってある線があると思い

ます。それの左側が外周道路ということでございます。 

 

（議 長） 

 何かご質問ございますか。 

 

（委 員） 

 異議なし。 

 

（議 長） 

よろしいですか。それでは質問がないようでございますので、採決をいたします。議案

第４号の番号１について承認することに賛成の方、挙手をお願いします。はい、全員の方

賛成であります。よって、議案第５号の番号１について承認することにいたします。続き

まして、７ページ議案第６号農地法第５条第１項の規定による許可後の計画変更について



でございます。事務局より朗読をお願いします。 

 

（事務局） ― 議案第６号、議案書朗読 ― 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。それでは、議案第６号の番号１について担当地区の委

員の方からご説明の方、よろしくお願いいたします。 

 

（委員） 

 それではご説明申し上げます。本年７月２５日開催の第７回総会におきまして、議案第

３号番号２として５条の許可申請がございまして、承認許可いただいた案件です。場所に

つきましては、黒浜の●●●●の南側の土地になります。現場は現在ですね、８月１日か

ら１２月３１日までの建築行為施工期間という看板とですね、生活排水を公共下水に排水

するため公共汚水枡が設置されているだけでストップしています。その後、ここにありま

すとおり、建築面積に計画変更があったために今回変更申請が出ているという案件でござ

いますので、何ら問題はないと思います。よろしくお願いいたします。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。事務局で補足説明をお願いします。 

 

（事務局） 

番号１について補足します。場所についてですが、ただいま野口委員さんからお話があ

ったとおりでございます。転用筆数は●●●●、転用面積は●●●●㎡であり、農用地区

域外にある農地でございます。 

こちらの案件は●●●●付け●●●●で農地転用の許可を受けているものでございます

が、今回、住宅を建てる施工業者が変わりまして図面及び資金面の内容に軽微な変更があ

ったということで許可後の計画変更の申請を頂いております。補足説明資料のとおり、建

築面積は少し大きくなりましたが、掛かる費用については当初の内容より下がっておりま

すので、資金については、前回同様、自己資金と金融機関の融資で賄えるものでございま

す。開発行為については、７月の農地転用許可と同時に開発許可がおりており、今回の計

画変更に伴い開発サイドの変更届も受理済ということでございます。以上補足説明といた

しまして、皆様のご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。議案第６号については、ただいま担当委員さん、また

事務局の補足説明の通りでございます。ただいまの内容につきまして、ご質問ご意見等ご

ざいませんでしょうか。 

 

（委 員） 

 異議なし。 



 

（議 長） 

 よろしいですか。それでは質問がないようでございますので、採決をいたします。議案

第６号の番号１について承認することに賛成の方、挙手をお願いします。はい、全員の方

賛成であります。よって、議案第６号の番号１について承認することにいたします。それ

ではここで、暫時休憩をいたします。３時１０分より会議を再開したいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 

― 休憩 ― 

 

（議 長） 

 それでは、時間も経過いたしましたので、ただいまから会議の再開をさせていただきた

いと思います。次に報告事項に入ります。報告１から報告４、それから追加で１件報告５

について事務局より朗読と説明をお願いいたします。 

 

（事務局） ― 報告１～５朗読 ― 

 

（議 長） 

 ありがとうございました。ただいま事務局の方から朗読がありました報告１から報告５

について質問がある方は挙手をお願いします。 

何かご意見ご質問ありますでしょうか。よろしいですか。特に質問がないようですので

報告事項の方は、終了させていただきます。以上で本日の議案の審議及び報告事項は全て

終了いたしました。その際、その他ということで委員さんからご意見があれば、挙手をお

願いします。 

よろしいですか。それでは特に質問がないようでございますので、総会を閉じさせてい

ただきます。委員の皆様方の慎重なるご審議等ご協力いただきまして、まことにありがと

うございました。 

 


