
平成３０年第７回伊達市農業委員会定例総会議事録 

 

１．招集通知年月日   平成３０年７月６日 

２．開 催 の 場 所   伊達市役所梁川分庁舎 ３階大会議室 

３．開 催 年 月 日   平成３０年７月１７日 

４．出席農業委員   １９名 

1番 清野 政孝  2番 大橋 吉成  3番 佐藤 清光  4番 大槻 孝德 

 5番 宍戸 洋一  6番 深谷 元雄  7番 吉田 浩重  8番 佐藤 易廣 

 9番 渡邉 政幸 10番 渡邊 茂 11番 菅野 照 12番 浦山 公一 

13番 三浦 雄一 14番 長沢 壽幸 15番 寺島 武 16番 鈴木 政浩 

17番 千葉 利市 18番 土屋 洋一郎 19番 清野 直人 

５．欠席農業委員   なし 

６．出席農地利用最適化推進委員  ２２名 

20番 八城 智広  21番 佐々木 春男  22番 橘 典雄  23番 八巻 長一 

 24番 宍戸 隆  25番 大和田俊一郎  26番 津田 茂  27番 菊池 和彦 

 28番 小賀坂 伸夫 29番 三浦 秀勝 30番 秋葉 武 31番 安田 善也 

32番 佐藤 善一 33番 富田 義秋 34番 関根 龍徳 35番 舟山 健一 

36番 佐藤 繁義 37番 柳沼 正治 38番 阿部 忠幸 39番 大橋 松夫 

40番 引地 秀樹 41番 大武 有子 42番 髙橋 敏明 43番 佐藤 輝弥 

７．欠席農地利用最適化推進委員  ２名 

８．この会の事務従事者 事務局長 菅野祐一、農地係長 大橋庄八、庶務係長 安田宏司 

            主査 照内章滝、主任主事 佐藤亮太、主事 菅井あゆみ 

９．会議の提出事項 

議案第１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２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３号 現況確認証明願いについて 

議案第４号 農用地利用集積計画の決定について 

報告第１号 専決処分の報告について 

１０．議    事 

議  長  只今から、平成３０年第７回伊達市農業委員会定例総会を開会いたします。

（１４時５７分宣告） 

      只今の出席委員は１９名で定足数に達しております。 

よって平成３０年第７回伊達市農業委員会定例総会は成立しております。 

議  長  次に、議事録署名委員の指名を行います。議事録署名委員は伊達市農業委員

会総会会議規則第２９条の規定により議長が指名することになっておりますの



で、３番、佐藤清光委員、４番、大槻孝德委員、以上２名を指名いたします。 

また、本日の定例総会会議書記には、農業委員会事務局庶務係の安田庶務係長

と菅井主事の２人を指名いたします。 

      続きまして、本定例総会の会期について、お諮りいたします。本定例総会の

会期は、本日１日とすることに、ご異議ございませんか。 

議  場 「異議なし」の声。 

議  長  それでは、「異議なし」と認めまして、本定例総会の会期は、本日１日と決定

いたします。 

議  長  それでは、議案審議に入ります。 

議  長  平成３０年第７回伊達市農業委員会定例総会議案第１号「農地法第３条第１

項の規定による許可申請について」を、議題といたします。議案の朗読・説明

を事務局より申し上げます。 

事務局長 （議案第１号朗読説明） 

      説明を農地係長より申し上げます。 

農地係長  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の補足説明を行いま 

す。 

１番は、○○○○さんから○○○さんへの売買による所有権の移転であります。

○○さんは、トラクター2台、耕うん機、スプレヤー2台などの農業機械を所有

しており、家族で年間 340 日農業に従事しており、許可後の耕作面積は 231ａ

です。通作距離は自宅から５㎞です。 

２番は、○○○○さんから○○○○さんへの売買による所有権の移転でありま

す。○○さんは新規就農であります。○○さんは、耕うん機、管理機、軽トラ

ック、草刈機などの農業機械を所有しており、水稲、桃、季節野菜を栽培して

いきたいとのことです。許可後の耕作面積は 40ａです。通作距離は、居住予定

地に隣接しております。 

３番は、○○○さんから○○○○○さんへの売買による所有権の移転です。○

○○さんは、トラクター、耕うん機などの農業機械を所有しており、家族で年

間 160日農業に従事しており、許可後の耕作面積は 75ａです。通作距離は、自

宅から車で 15分です。 

４番は、○○○○さんから○○○○さんへの贈与による所有権の移転でありま

す。○○さんは、耕うん機、田植え機などの農業機械を所有しており、家族で

年間 360 日農業に従事しており、許可後の耕作面積は 110ａです。通作距離は

自宅から徒歩５分ほどであります。 

５番は、○○○さんから○○○○さんへの使用貸借権の設定であります。○○

さんは耕転機、田植え機、バインダー、スピードスプレヤー、農用自動車など

の農業機械を所有しており、家族で年間 350 日農業に従事しており、許可後の



耕作面積は 94ａです。通作距離は自宅から車で 5分ほどであります。 

６番は、○○○○さんから、○○○○○さんへの売買による所有権の移転であ

ります。○○さんは、耕うん機 2 台、草刈機 2 台、農業用車などの農業機械を

所有しており、年間 200日農業に従事しており、許可後の耕作面積は 35ａです。

通作距離は自宅から 100ｍ程です。 

７番は、○○○さんから、○○○さんへの交換による所有権の移転であります。

○○○さんが所有する所有地との交換であります。○さんは、トラクターなど

の農業機械を所有しており、年間 200 日農業に従事しており、許可後の耕作面

積は 40ａです。通作距離は自宅から徒歩１分です。 

以上７件とも、受け手としての要件、農業機械の所有状況、旧伊達町、月舘、

霊山、白根、山舟生の３０ａそれ以外の４０ａという下限面積、年間１５０日

以上の家族での農業従事日数、片道２時間以内の通作距離を満たしていること

から、申請書を受理しましたので、皆様のご審議よろしくお願いいたしします。 

議  長  只今の説明に関連いたしまして、地元の代表委員から、現地調査の結果並び

に補足説明をお願いいたします。 

      議案第１号の 1 番の案件について、１６番、鈴木政浩調査員お願いいたしま

す。 

１６番委員 議案第１号１番について報告します。○○○○さんとは１１日に会って話を

聞いて来ました。○○○さんは電話で話を聞きました。○○○さんは母親と農

業をしております。母親が高齢になり、なかなか仕事が出来なくなってきてお

り、この土地も２年程、作物を栽培していなかったところ、近くでサクランボ

を栽培している○○○○さんから、譲ってもらえないかということで話がまと

まり今回の申請になったようです。何ら問題無いと話を聞いて参りました。皆

様のご審議よろしくお願いいたします。 

議  長  ありがとうございます。 

      議案第１号の２番、３番の２件の案件について、１８番、土屋洋一郎調査員

お願いいたします。 

１８番委員 少し長くなるかもしれませんがお許しをいただきたいと思います。議案第１

号２番についてご報告いたします。申請地は、現在、桃畑の一部として耕作さ

れています。譲渡人とは電話で、譲受人とは申請地に行ってお話しを伺いまし

た。譲渡人の○○さんは自宅、仕事場が○○で、親が残した農業を維持するの

が困難で廃業するということでした。譲受人の○○さんは十数年前まで畜産農

家でしたが廃業し、○○に越して２年になるそうです。先般、伊達市の空家バ

ンクで譲渡人の情報を入手し、○○さん所有の宅地、住宅を購入、その後、農

地を譲っていただくことになったそうです。ただし、今回の案件には、申請農

地を耕作している方がいて、○○○○さんという方ですが、この方、○○会長



を務めるなど地区の信用もあり、認定農家で後継者の息子さんと一家での専業

農家です。地元からも、一生懸命なのに気の毒だという話も出ています。その

元となるのが、数年前まで、この一帯は遊休化し雑木が茂り、古タイヤなどが

放置されてました。小学校に近く、通学環境にあり、以前より、問題視されて

いた所です。耕作者の○○さんが重機の手配、雑木、古タイヤの片付け、処分

代の一部を負担してまで、その後、畑を耕し、モモを植えて５年がようやく過

ぎました。誰が見ても素晴らしい畑となりました。それが、たまたま、一体契

約であったため、地主の事前通告も無く受入人の○○さんから、畑を譲ってい

ただくことになりましたとあいさつがあり、途方に暮れています。地権者が３

名あったため、話し合いをし、６０ａに土地を集約しようやく桃畑が出来まし

た。それが今回、中心部となる農地が売買の対象となりました。畑が分断され

たうえ、この土地から○○さんが今回撤退となれば、残った農地が元の遊休農

地に戻ることは必至です。また、一つ問題なのが農地の平常価格での取引額の

維持です。譲受人の要望であったそうですが、１０アール７万円の売買価格で

は○○の農地集約化に影響が出るは明らかです。一方の○○さんですが、畜産

農業経験があり、新規就業は当たらないのではないか、農業の厳しさも、十分、

分かっているはずです。農具、農機具、労力、農業技術、準備期間等、農地の

効率化利用には無理があると思います。委員の皆さんのご判断をお願いします。 

続いて３番について報告します。申請地は良く管理され一部に野菜が栽培さ

れていました。両人には自宅に伺い本人よりお話を聞いています。譲渡人、○

さんによると、一昨年、奥さんを亡くして、娘さんのいる横浜に転住するため

農地を譲り、農業を廃業するというお話しでした。譲受人の○○○さんは野菜

栽培農家ですが、住宅、畑が山間の阿武隈川の出水災害危険指定区域にあり、

先ごろ、裏山から土石流が玄関を直撃するなど、身の安全第一と考え、今般、

○さんより、住宅家屋、農地を譲受け、娘さん夫婦とともに転住することとし

たそうです。畑も隣接し、皆で野菜栽培を行いたいということでしたので問題

は無いように見て来ました。以上です。 

議  長  ありがとうございます。 

      議案第１号の４番の案件について、１２番、浦山公一調査員お願いいたしま

す。 

１２番委員 ４番の案件について報告します。１３日、譲受人の○○○○さんのお宅に行

って参りました。○○○○さんは親が兄妹で、高齢となり、老後施設に入って

おり、本人とはお会いできませんでしたが、姪の○○さんと話をして来ました。

農業は以前からやっていたということで、叔母から農地を譲り受けて農業経営

をするということで、将来は、モモを作るということです。特に問題無いと判

断して参りました。皆さんのご審議よろしくお願いしたいと思います、以上で



す。 

議  長  ありがとうございます。 

      議案第１号の５番の案件について、６番、深谷元雄調査員お願いいたします。 

６番委員  ５番の案件ですが、７月８日現地にて、本人、○○さんにお話しを伺いまし

た。○さんと○○さんは親子関係でございます。使用貸借の１０年間が過ぎた

ということで、再設定という案件でございますので問題無いと思われますので

ご審議方よろしくお願い申し上げます。 

議  長  ありがとうございます。 

      議案第１号の６番の案件について、１１番、菅野照調査員お願いいたします。 

１１番委員 ６番の案件についてご報告申し上げます。７月１１日、○○○○○さん宅に

お伺いし、また、現地を確認して参りました。○○○○さんについては、電話

をしてお話しをお伺いしました。○○○○さんは、プラム、梅、柿、サヤエン

ドウなど自宅付近の１町歩を耕作しております。この土地は自宅から離れてい

るということと、手が回らないということで耕作放棄地になっておりました。

将来的には作らなくても良いという考えでした。○○○○○さん夫妻はこの土

地を借り、耕作放棄地を一から開拓し、耕作しておりました。とても思い入れ

のある土地で、今回、○○○○○さんの要望で、このような売買になりました。

現在は一人暮らしですが、ジャガイモ、カボチャなどを耕作しており、きれい

に草刈りもしております。問題無いと見て参りました。皆様のご審議よろしく

お願いいたします。 

議  長  ありがとうございます。 

      議案第１号の７番の案件について、１５番、寺島武調査員お願いいたします。 

１５番委員 議案第１号７番の案件についてご報告申し上げます。去る７月８日に、譲渡

人の○○○さんに申請土地を見ながら話しを聞き、譲受人の○○○さんには９

日に電話で話を聞きました。今度、○○○さんが作る農家住宅への進入路予定

地に善一さんの土地がありまして、○○さんのお宅の近くに○○さんの農地が

ありまして交換ということになったそうです。今後、○○さんは交換した土地

に野菜を栽培するそうで、許可相当と見て参りました。皆さんのご審議よろし

くお願いいたします。 

議  長  ありがとうございました。 

議  長  これより質疑に入ります。議案第１号「農地法第３条第１項の規定による許

可申請について」の７件の案件について質疑を許します。 

議  長  質疑ございませんか。 

１３番委員 ２番の案件について質問いたします。この案件については調査をした土屋委

員は、この案件を認めた方がいいか、認めない方がいいのか、判断をお伺いしま

す。 



議  長  １３番三浦委員から、２番の案件について、もう少し審議をした方がいいの

ではないかという意見ですが、皆様から何かありますでしょうか。推進委員の

皆様も意見として述べることは可能ですので、意見ありましたらよろしくお願

いします。 

３５番委員 先程１０アール当たり７万円ということをお聞きしたのですが、これについ

て疑問があるのですが、いまのところは１０アール当たり５０万から６０万で

動いているとは聞いているんですが。この単価はどのようなことで出たのか。

また、伊達市管内では、どのような単価で動いているのかお伺いいたします。 

農地係長  売買価格については、伊達市内で取りまとめをしたデータはございません。

これについては、あくまでも相対での金額になりますので、こちらで設定して

いる金額はありません。お互いに両者が、それでいいということであればこち

らでは何も言うことは無いということになります。 

７番委員  同じく２番の案件になりますが、土屋委員に確認させていただきます。現土

地所有者の○○○○さんと実際、耕作している方の貸し借りの方法はどのよう

にしているのでしょうか。また、今の３５番委員から質問のあった単価につい

てですが、この単価は農地だけではなくで、宅地も含めた単価ではないでしょ

うか。 

１８番委員 譲渡人の○○○○さんと現在耕作している○○○○さんは又従兄弟で、○○

さんが震災の時に、親さんが○○さんのところに越していったため畑が手薄に

なって、○○さんが代わって荒れた畑を解消して、現在の立派な桃園にしたと

いう経緯があります。先程、三浦委員の質問ですが、○○さんがここを放棄す

ることになれば、今、６０アールの桃園がありますが、そのうち、半分が他の

方の土地になりますので、これも遊休農地になってしまう。この隣に４反歩の

柿畑があり、この辺一帯を果樹園として使われておりますので、少なからず影

響は出ると思います。 

７番委員  私が質問したのは、譲渡人の○○○○さんと現在、耕作している方がどのよ

うな方法で貸し借りを行っているのか。きちんと、農業委員会を通しての貸し

借りなのか、それとも、その土地が荒れていたために、農地を守らなくてはい

けないということで協力していただけなのか、貸し借りの方法をお伺いいたし

ます。 

１８番委員 これは事務局とも話したところですが、農業委員会を通していればこのよう

な問題は起きなかった。これは、結果なんですが、譲渡人から通告無しで譲受

人から譲っていただくことになったと耕作者に話が来たということで、これは

どう考えても、道義的にも納得がいかないという私の考えです。 

議  長  他に意見ございませんか。 

１７番委員 今の案件についてですが、１８番委員の話では、この耕作者が耕作しなけれ



ば、この辺一帯は荒れてしまうんだよということで、そうした場合に譲受人が

法的に購入したとしてもどうなのか、農業委員として農地を守るうえにおいて

はよく考えるべきではないか、時間をかけて考えても良いのではないかと思い

ます。よろしくお願いします。 

３５番委員 契約の件ですが、契約については、書類による契約と口頭による契約があり

ます。譲渡人と耕作者が口頭で契約をしている限りは、ここでの審議はどうな

のかなと私は思います。 

議  長  その他意見ございませんか。 

７番委員  基本的に１８番委員の言われていることが、私たちの総意になると思います

が、○○委員が発言したように、契約の方法も文書契約、口頭での契約などあ

ると思いますが、土屋委員が、譲渡人、譲受人、耕作者と話をされてきたと思

いますが、私たちがここで、継続審議として、その間に当事者同士、土屋委員、

周りの地区の方々が入られて良い方向にこの案件を持ってくことは出来るので

しょうか。 

１８番委員 今の答えなんですが、○○○○さんは良く存じているんですが、○○○○さ

んは○○に来て２年ということですが、この方、町内会にも入ってないですし、

交際範囲もわからないですし、どういう方かわからないので、話だけでどうこ

うというのは難しいと思います。これまで判断するに、農地の単価にしても、

大体、通常価格とかを加味しながら、農家はどこでも大変なのだから、その辺

はお考えになるとは思いますが、それも実行されてないということはなかなか

容易ではないと思います。 

議  長  その他意見ありませんか。 

１２番委員 今までの話を聞いていると、このまま審議されても判断出来ない内容がたく

さんあると思います。もう少し、譲渡人、譲受人の話を聞いて、内容を整理し

ないと、なかなか判断できないと思います。継続審議にしたらよろしいかなと

思います。 

議  長  その他ございませんか。 

９番委員  今の話ですと、譲受人が取得した後、耕作者に貸し付ければ問題解決になる

のかなと思いますが、そのような話ではだめなんでしょうか。 

１３番委員 ここで、賛成、反対を決めるのはなかなか難しいと思います。もっと時間が

あってもいいのかなと思います。 

農地係長  農地法の許可要件から進めていかないとなかなか難しいと思いますが、先程、

ご説明申し上げたとおり、３条の際には許可要件が５つございます。その中の

一つに全部効率利用要件というのが第１番目にありますが、農地の権利を取得

する者、またはその世帯が所有している農地を含め、すべての農地を効率的に

耕作するというのがございますので、今回、３条での取得に際して、自ら耕作



するということが間違いなければ、許可要件に該当しますし、耕作しないとい

うことであれば、これを理由に不許可になるのかなと思います。その点につい

て、私が申請書を受理した際は、営農計画書もいただいておりますし、自ら耕

作する意向ですとお話しをお伺いしましたので、今回は受理させていただいた

ところです。 

議  長  この案件について、今、判断することが出来ないとなれば、継続審議になる

かと思います。只今の事務局での発言の要件に疑問を感じるというのが事前調

査を行った土屋委員の発言なのかなと思います。継続審議という形でもう少し

調査をして、譲受人の耕作出来る、出来ないについても、もう一度確認をとっ

て、再度、ここで判断せざるをえないのかなと思いますが、１８番土屋委員い

かがでしょうか。 

１８番委員 私が言いたいのは、もし、○○さんが、遊休農地化したままの土地であれば、

必要だとは言わなかったと思います。ここまで○○さんが畑を立派にしたから

こそ、○○さんが、今回、この土地も譲っていただきたいということになった

と思います。その辺を理解していただきたい。農家がここまで畑を立派にして、

持ち主が通告も無しに売買してしまったということは、これほど残念なことは

無いと思います。以上です。 

事務局長  農地法３条の許可基準についてですが、農地係長が言いましたとおり、許可

出来ない場合が７つあります。１つが、農地を求めた人が、農地を全部、効率

的に利用するというのがありますので、あとは、農業生産法人以外の法人が取

得する場合は許可できません。信託引受により権利を取得する場合は許可でき

ません。あとは農作業常時従事、１５０日以上従事しなければ許可できません。

権利取得後の経営面積が４０アール未満は許可できません。転貸禁止、所有権

以外の権限で耕作するものがその土地を転貸又は質入れする場合。地域との調

和ということで、権利取得後に行う耕作事業の内容、農地の位置や規模からみ

て農地の集団化、農作業効率化、その他周辺地域における農地の効率的かつ総

合的利用の確保に支障がある場合は許可できませんとなっております。この７

つに該当すれば許可できませんということになります。また、そのいずれにも

該当しない、許可要件がそろえば法律的には許可しなければならないというこ

とになります。ここで今回、重要になるのが、農地の効率的利用ということで、

すべての農地を効率的に利用することができるのかということになると思いま

すが、それが出来なければ許可条件に該当しないので許可出来ないということ

になるかと思います。それが出来るということであればなかなか難しいのかな

と思います。許可になれば問題はないですが、不許可ということになれば、行

政不服審査法という法律がありますので、相手の方から、明確な根拠の下にな

ぜ、出来なかったのか、異議申し立てがあった場合は、それを証明する必要が



あります。許可出来なかった法的な根拠が示せなければ難しいということにな

ります。その辺を、もう一度、調査をして判断をするということになると思い

ますので、ご審議よろしくお願いいたします。 

７番委員  繰り返しになってしまうかもしれないんですが、１０アールあたりの単価が

７万円ということですが、農地以外に宅地はありますか。農地だけの移動なの

か、○○○○さんと○○○○さんの間で、○○○○さんは南沢又にご在住だと

思いますので、○○に隣接した宅地とかは無いんでしょうか。１０アール７万

というのは法外な金額だと思うんですが、成熟して立派に作られている桃畑が

７万というのは、正直言って腑に落ちないところですが、契約の中に別な部分

で、宅地とか、今まで住んでた家とかが全く無くて、農地だけの売買ですか。 

３６番委員 私は不動産業をやっているんですが、空家バンクに出ておりまして家、建物、

総額２００万でした。どんなものかなと思いまして見に行ったことがあります。

推測は出来ないので詳細はわかりませんが、空家バンクに尋ねたら分かると思

います。以上です。 

８番委員  こういう案件は、前にもございました。私担当でかなり安い金額でしたけれ

ども、売る側と買う側の話なので成立と思います。事務局も法律的に受け取っ

た訳ですから成立と考えます。以上です。 

議  長  いろいろな意見出していただいてありがとうございます。法律的には何ら問

題無いと判断いたします。しかし、事務局が申したように、購入後に耕地が荒

れるような状態になるとなれば、農業委員会として許可したのはどうなのかと

いう問題が出てくる可能性があります。きちんと耕作されるという確実なもの

を、事前調査で確認するのが必要なのかなと思います。 

議  長  土屋委員に確認しますが、譲受人の○○○○さんが、きちんと耕作する確証

は無いということですよね。 

１８番委員 私がお宅に伺って聞いたところ、○○○○さんのお父さんが使っていた機械、

動くとは思えませんが有りました。あとは機械というのはありませんでした。

どうするんですかと聞いたところ、○○○○さんに消毒なんかはお願いしたい

ということでした。○○○○さんに確認したら、私は言われたら返しますとい

うことでした。当然、明日にも返されれば畑は管理しなければならない。昔な

らば鎌でも草刈りはしましたけれど、今は何反歩も管理するには機械も必要で

すし、スプレヤーも必要です。そのような準備は当たり前なのではないでしょ

うか。農地を求める以前の問題だと思いますが。 

３２番委員 やはり、地元委員が判断つかない時は継続審議としてもう少し時間をかけた

方が良いと思います。地元の委員が農地を守るために相談を受けたりして悩ん

でいるのに、法的にはこうだと事務局では言っているが、結論は急がない方が

いいと思います。よろしくお願いいたします。 



議  長  ご意見ありがとうございます。 

議  長  議案第１号「農地法第３条第１項による許可申請について」の２番の案件に

ついてですが、継続審議ということでよろしいでしょうか。 

      賛成の方は「挙手」願います。 

議  場 （委員賛成多数） 

議  長  委員賛成多数ということで、継続審議とさせていただきます。 

議  長  次に、議案第１号「農地法第３条第１項の規定による許可申請について」の

２番を除く６件の案件について質疑はございませんか。 

議  場 「意義なし」の声 

議  長  それでは、「異議なし」と認め、議案第１号「農地法第３条第１項の規定によ

る許可申請について」の２番を除く６件の案件について採決いたします。 

議  長  本案は、原案のとおり決定することに「賛成」の委員の方は「挙手」をお願 

いたします。 

議  場 （委員挙手全員） 

議  長  委員全員の賛成があり、「異議なし」と認めます。よって、議案第１号「農地 

法第３条第１項の規定による許可申請について」の２番を除く６件の案件につい

ては、原案のとおり「許可決定」といたします。 

議  長  次に、議案第２号、「農地法第５条第１項の規定による許可申請について」を

議題といたします。議案の朗読、説明を事務局より申し上げます。 

事務局長 （議案第２号朗読説明） 

説明を農地係長より申し上げます。 

農地係長  議案第２号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る農地区分と農地転 

用許可基準について申し上げます。 

１番については、農家住宅敷地への転用であります。農地区分は１０ｈａ以上

農地が連たんしており第１種農地と判断しました。第１種農地ではあっても、

集落接続事業での転用は可能であり、転用可能と判断しました。 

２番については、農家住宅敷地への転用であります。農地区分は１０ｈａ以上

農地が連たんしており第１種農地と判断しました。第１種農地ではあっても、

集落接続事業での転用は可能であり、転用可能と判断しました。 

３番については、分家住宅敷地への転用であります。農地区分は１０ｈａ以

上農地が連たんしており第１種農地と判断しました。第１種農地ではあっても、

集落接続事業での転用は可能であり、転用可能と判断しました。 

４番については、残土置場への転用であります。農地区分は農振農用地であり

ます。農用地であっても、一時転用は転用可能であり、転用可能と判断しまし

た。 

５番については、一般貨物自動車車両駐車場敷地への転用であります。農地区



分は、連たんする農地が１０ｈａ未満であり、第２種農地と判断しました。第

２種農地は他に替わることができないものは転用可能であり、転用可能と判断

しました。 

６番については露天資材置場敷地への転用であります。農地区分は１０ｈａ以

上農地が連たんしており第１種農地と判断しました。第１種農地ではあっても、

集落接続事業での転用は可能であり、転用可能と判断しました。 

７番、８番につきましては関連がありますので併せて説明させていただきます。 

７番については、進入通路敷地への転用であります。８番については農家住宅

敷地への転用であります。農地区分は、連たんする農地が１０ｈａ未満であり、

第２種農地と判断しました。第２種農地は他に替わることができないものは転

用可能であり、転用可能と判断しました。 

以上のことから転用許可、可能と判断し、申請書を受理しましたので、皆様 

のご審議よろしくお願いいたします。 

議  長  この案件につきまして、地元委員さんが、現地確認調査を行っておりますの 

で、代表委員から、その結果と補足説明をお願いいたします。 

議案第２号の１番、４番の２件の案件について、８番、佐藤易廣主任調査員、

お願いいたします。 

８番委員  農地法第５条第１項の許可申請について、去る７月１３日、保原本庁に９時

半に集合して、清野政孝委員、事務局３名で現地調査を行いました。１番は、

国道○○○号の○○○○地内の住宅団地の前の土地になります。排水もＵ字項

溝が入り、旧○○河川に流れるようになっております。水道も整備されており

問題無いと見て来ました。 

４番の件についてでございますが、保原町○○○地内の木工所の前の土地に

なります。現在、管理しているのは、譲渡人の叔母に当たる方で管理されてお

り、草刈り等を行っております。事務局の説明のとおり特に問題無いと見て参

りました。排水等につきましては、譲受人に、地域に支障の無いよう重ねて申

し上げますので、ご審議よろしくお願いいたします。 

議  長  ありがとうございます。 

     議案第２号の２番、３番の２件の案件について、１番、清野政孝主任調査員、

お願いいたします。 

１番委員  １３日の午前９時３０分より、佐藤易廣委員、私、事務局３名の計５名で現

地を確認して参りました。２番の案件ですが、○○○○さんから、息子さんへ

ということで、現在の住宅を壊して新築したいということですが、敷地が狭い

ということで、宅地を広げるという申請です。場所は、県道○○○○線から、

１００ｍほど入ったところで、今まで、住宅が建っている跡地に建てるという

ことで、問題無いと見て参りました。 



３番の案件につきましては、○○小学校から西へ５００ｍ程行った場所でご

ざいます。母親と長男が体が弱いということで、譲受人の次男が分家住宅を建

て、２人の面倒も看るという考えのようです。こちらも、排水については、Ｕ

字溝が入っており、問題無いと見て参りましたので、皆様方のご審議よろしく

お願いします。以上です。 

議  長  ありがとうございます。 

     議案第２号の５番の案件について、２番、大橋吉成主任調査員、お願いいた

します。 

２番委員  １３日１時半より、清野会長、菅野照委員、私、事務局３名の６名で現地を

確認して参りました。○○○さんは、体が悪いということで、奥様に立ち会い

をただいて、現地を確認して来ました。この場所は、国道○○○号の老人ホー

ムの○○○の手前の信号の角の所になります。上には大きな沼がありますが、

その沼の排水は、整備されており、周りの農地への影響も無いため、許可相当

と判断いたしました。皆様のご審議よろしくお願いいたします。 

議  長  ありがとうございます。 

     議案第２号の６番の案件について、１１番、菅野照主任調査員、お願いいた

します。 

１１番委員 ６番の案件についてご報告申し上げます。１３日午後１時半より清野直人会

長、大橋吉成委員、事務局３名と私の６名で現場確認して参りました。今回は

露天資材置場敷地の転用申請です。場所は県道沿いの山戸田、石田の境になり

ます。周りの土地への影響も無く、排水溝もありますので問題無いと見て参り

ました。皆様のご審議よろしくお願いいたします。 

議  長  ありがとうございます。 

     議案第２号の７番、８番の２案の案件について、１５番、寺島武主任調査員、

お願いいたします。 

１５番委員 議案第２号７番、８番の現地調査結果を報告いたします。去る７月１３日、

午後２時３０分、月舘総合支所集合で、千葉委員、事務局３名、計５名で現地

を確認して参りました。現地は国道○○○号から入った場所の山から砂を取っ

ているような場所で、○○○さんの周りも砂を取っており、自分の家だけ高台

に残ってしまうようになるため、自分の畑に農家住宅を建てるということです。

周りの土地もすべて○○○さんの土地で、排水も良く許可相当と見て参りまし

た。皆様方のご審議よろしくお願いしたいと思います。以上です。 

議  長  ありがとうございました。 

      これより質疑に入ります。議案第２号「農地法第５条第１項の規定による許

可申請について」の８件の案件について質疑を許します。 

質疑ございませんか。 



７番委員  １番の案件についてですが、今まで、譲渡人が住んでいた農家住宅はどうな

るのでしょうか。 

農地係長  １番の案件でございますが、○○○○○さんの土地に○○○○さんが、農家

住宅を建てられるということで、世帯は別になっております。○○○○○さん

は、そのまま今の住所にお住まいになるということです。 

７番委員  事務局の説明ですと、○○○○○さんがそのままお住まいになるということ

は、これは分家住宅ですか。 

農地係長  目的上は農家住宅ということになっております。都市計画法上の開発許可関

係も農家住宅となっております。 

６番委員  当日は、現地調査に行けなかったのですが、前日に話を伺っております。○

○○○○さん宅には、○○さんのお兄さんが同居されておりまして、○○さん

は別世帯でアパートに住んでおります。実際に、イチゴとモモを栽培しており

この予定地の脇にビニールハウスもありますし、農業をされているということ

でありまして、別世帯で住宅を建てたいということであります。 

７番委員  以前に、農家住宅の申請があって、農家住宅を建てた後、今までの住宅がそ

のまま残り、そこに居住されていた案件があり、問題になったことがありまし

たので質問させていただきました。今回の申請については理解できましたので

質問は終了させていただきます。 

議  長  その他ありませんか。 

議  場 「異議なし」の声 

議  長  それでは、「異議なし」と認め、議案第２号「農地法第５条第１項の規定によ

る許可申請について」の８件の案件について、採決いたします。 

議  長  本案は、原案のとおり決定することに「賛成」の委員の方は「挙手」をお願 

いたします。 

議  場 （委員挙手全員） 

議  長  委員全員の賛成があり、「異議なし」と認めます。よって、議案第２号「農地 

法第５条第１項の規定による許可申請について」の８件の案件については、原案

のとおり「許可決定」といたします。 

議  長  次に、議案第３号「現況確認証明願いについて」を議題といたします。議案 

の朗読、説明を事務局より申し上げます。 

事務局長 （議案第３号朗読説明） 

      説明を農地係長より申し上げます。 

農地係長  議案第３号「現況確認証明願いについて」補足説明を申し上げます。 

１番、○○○○○○○○○○○○○○については、平成７年頃より、耕作放棄

され原野となり現在に至っております。 

以上 証明を付すのもやむを得ない、と判断し受理いたしましたので、ご審議



のほどよろしくお願いいたします。 

議  長  この案件につきましては、地元委員が現地確認調査を行っておりますので、 

代表委員から、その結果及び説明をお願いいたします。 

議案第３号の１番の案件について、１７番、千葉主任調査員お願いいたしま

す。 

１７番委員 議案第３号１番の案件について、７月１３日午後２時半から、寺島武委員、

私、事務局３名で、現地を調査して参りました。平成７年ごろから耕作されて

ないということで、周りが森林で、森林と畑の区別がつかない状態でありまし

た。山奥にあるということで、誰も耕作するような場所でないことから証明を

することはやむを得ないと見て参りましたので、皆様のご審議よろしくお願い

いたします。以上です。 

議  長  ありがとうございました。 

これより、質疑に入ります。議案第３号「現況確認証明願いについて」の 

１件の案件について質疑を許します。 

質疑ございませんか。 

議  場 「異議なし」の声 

議  長  それでは「異議なし」と認め、議案第３号「現況確認証明願いについて」の 

１件の案件について採決いたします。 

議  長  本案は原案のとおり決することに「賛成」の委員は、「挙手」をお願いいたし

ます。 

議  場 （委員挙手全員） 

議  長  委員全員の賛成があり、「異議なし」と認めます。よって、議案第３号「現況 

確認証明願いについて」の案件についての１件の案件については、原案のとおり

「承認決定」といたします。 

議  長  次に、議案第４号「農用地利用集積計画の決定について」を議題といたしま 

す。議案の朗読、説明を事務局より申し上げます。 

事務局長 （議案第４号朗読説明） 

議  長  これより質疑に入ります。議案第４号「農用地利用集積計画の決定について」

の賃借権設定に係る３４件、使用貸借権設定に係る１件について質疑を許しま

す。 

      ここで、少々、時間をとりますのでご確認お願いいたします。（１６時５９分） 

議  長  それではよろしいでしょうか。質疑ございませんか。（１７時４分） 

議  場 「異議なし」の声 

議  長  それでは、「異議なし」と認め、これより議案第４号「農用地利用集積計画の

決定について」の賃借権設定に係る３４件、使用貸借権設定に係る１件につい

て採決いたします。 



議  長  本案は、原案のとおり決するに、「賛成」の委員は、「挙手」願います。 

議  場 （委員挙手全員） 

議  長  委員全員の賛成があり、「異議なし」と認めます。よって、議案第４号「農用

地利用集積計画の決定について」の賃借権設定に係る３４件、使用貸借権設定

に係る１件については原案のとおり「承認決定」といたします。 

議  長  次に報告第１号「専決処分の報告について」の朗読、説明を求めます。朗読、 

説明については、事務局から申し上げます。 

事務局長 （報告第１号朗読説明） 

議  長  只今の報告について、発言のある方は、「挙手」願います。 

議  場 「発言なし」 

議  長  よろしいですか。特に発言がないようですので、報告第１号「専決処分の報 

告について」を終了します。 

議  長  以上で、本日の議案の審議事項は全て終了いたしました。 

      お諮りいたします。 

      これにて、閉会にしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

議  場 「異議なし」の声 

議  長  それでは、「異議なし」と認めまして、閉会することといたします。 

      長時間にわたり、慎重なるご審議をいただき、心から感謝申し上げます。 

      ありがとうございました。 

以上をもちまして、平成３０年第７回伊達市農業委員会定例総会を閉会と 

     いたします。どうもご苦労様でした。（１７時６分閉会） 


