
平成３０年第１０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１０月５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１０月１６日 

４．出席農業委員   １８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   １名 

６．出席農地利用最適化推進委員  ２１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  ３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１０回伊達市農業委員会定例総会を開会いたします。

（１４時４６分宣告） 

      只今の出席委員は、農業委員１８名、推進委員２１名で定足数に達しており

ます。 

よって平成３０年第１０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、９番、渡邉政幸委員、１０番、渡邊茂委員、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１０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、耕うん機、田植え機、コンバイン農業用自動車など

の農業機械を所有しており、家族で４５０日農業に従事し、許可後の耕作面積

は 53ａです。通作距離は自宅から車で５分ということであります。 

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、軽トラック、草刈機、トラクター、噴霧器、スプレヤーなど

の農業機械を所有しており、家族で年間４００日農業に従事し、許可後の耕作

面積は２１９ａです。通作距離は、自宅から徒歩 1分であります。 

３番は、○○○○さんから○○○さんへの売買による所有権の移転であります。

○○さんは、軽トラック、草刈機、トラクター、噴霧器、耕転機などの農業機

械を所有しており、家族で年間７５０日農業に従事しており、許可後の耕作面

積は１７４ａです。通作距離は、自宅から徒歩 1分であります。 

 ４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。○○さんは耕うん機などの農業機械を所有しており、家族で年間５００

日農業に従事し、許可後の耕作面積は７５ａです。通作距離は自宅から、徒歩

１分ほどであります。 

５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、トラクター、耕うん機、田

植え機、動力噴霧器などの農業機械を所有しており、水稲、じゃがいも、玉ね



ぎ、ニンジン、季節野菜などを栽培していきたいそうです。許可後の耕作面積

は、８８ａです。通作距離は、自宅から車で１０分から３０分ほどであります。 

以上５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 番から３番の３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 議案第１号１番について、ご報告をいたします。１３日に譲渡人の○○○○

さんとは電話で、○○○さんには現場確認の後、自宅にお伺いして話を伺って

来ました。○○○○さんによると、本業は電気工事業の○○○○だったようで

すが、忙しくなって、農地の管理が困難となり、畑も遊休農地のＡに類するよ

うな状況でした。それで、今回、耕作いただける人に譲ることにしたというこ

とです。○○○さんは、昨年、新規就農した方で、自宅も昨年に購入した農地

の近くに新築したということです。両親が近くに居て、協力いただけるという

ことで、野菜栽培なども始まっているようでした。そのようなことで、地区の

社会環境にも定着しておりますし、問題無く見て参りました。 

２番、３番については、農業委員会のあっせんの案件で、引き続いて行って

いる案件です。１４日に○○○○さんに電話でお話しを伺いました。譲受人の

○○○○さん、○○○さんには自宅にお伺いしてお話しを伺って来ました。平

成２８年度以降に整った案件で、前農業委員の○○○○さんにご尽力いただい

た件でございます。○○○○さんは、父親から家と農地を相続しましたが、○

○に住んでいるので、農地の管理はどうしても無理だということで、あっせん

の申し入れがあったわけです。２番の譲受人の○○○○さんですが、○○さん

とは家が隣同士で、平成２６年にも農地のあっせんで農地を引き受けていただ

きましたが、今回申請の農地ですが、その時に譲るという約束があったようで

す。今回、農地も近いということで、申請農地を引き受けていただくようにな

りました。３番の譲受人の○○○さんですが、この方もあっせん農地の一部を

借地耕作、長い間している関係もあり、また、農地が家に隣接しているという

こともあって、今回、引き受けていただくこととなりました。○○さん、○○

さん、両人共に年齢、耕作農地も適正であり問題無いと思います。残りのあっ

せん農地については、借地権が現在、耕作している方と残っているので、それ

が終わった時点で対応しましょうということで○○さんとはお話しをしました。

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、１１番、菅野照調査員お願いいたします。 

１１番委員 ４番の案件についてご報告申し上げます。１０月１１日木曜日、○○○○さ

ん、○○○○さんに電話をしてお話しをお伺いしました。また、１０月１３日

に現地を確認後、○○さんのお父様に、少しお話しを聞いて来ました。○○○

○さんは○○町に在住で、依然は、年に数回、草刈りに来ていたようですが、

現在は、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

放棄地となっていました。この土地は○○○○さん宅の前にあり、草刈りをし

てきれいにしたいということで、○○○○さんからの要望でこのような売買に

なりました。今後、季節野菜などを栽培したいという事です。問題無いと見て

参りました。許可相当と思いますので皆様のご審議よろしくお願いします。 

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、２番、大橋吉成調査員お願いいたします。 

２番委員  １０月１０日に○○さんと電話でお話ししまして、１０月１２日朝９時半よ

り、○○の○○小学校の前で待ち合わせをして、○○、○○の農地を見て参り

ました。○○○○さんと○○○○さんの関係でございますが、○○○○さんの

自宅が○○にあり、その宅地の一画に、○○○○さんの自宅があります。一部、

土地を借りて住んでいるそうです。○○○○さんの経営している会社に、○○

○○さんが従業員として働いているという事です。○○○○さんが現在、病気

のため、入院、加療中で、農地を管理できない状態だということで、○○さん

が代わりに、畑、水田を、今年、見ているそうです。○○町の○○地区、６か

所ほどありますが、実際に作付しているのは、○○と○○○の２ヵ所、○○町

○○の○○○○、私の田の近くになりますが、こちらも、実際、作付していま

す。その他については、イチジク、プラム、甘柿が植えてございます。特に○

○○○の田については、土盛りをして、果樹、イチジクとプラム、柿が植えて

あります。今後、○○○○さんが農業が出来ないということで、○○さんが新

規就農で農業をやるということです。子供さんもおりますので、将来的には子

供さんも一緒に農業をやりたいという強い意志があるそうです。問題無いと判

断して参りました。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５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。 

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５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５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４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４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、農地改良盛土のための一時転用であります。 

農地区分は、連坦する農地が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は、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１番の案件についてご報告申し上げます。昨日、１０月１５日午

後２時３０分から、月舘総合支所に集合しまして、千葉利市委員、髙橋敏明委

員と私、事務局３名の計６名で現地を確認して参りました。場所は国道○○○

号から西に入った○○○林道沿いにある土地で、高低差がありますが、周りの

農地への影響も無く許可相当と見て参りました。先程の説明のとおり、周りは

すべて、住宅ということで宅地に囲まれておりまして、農地も他には無いとい

うことで、転用も許可相当と見て来ましたので、皆様のご審議よろしくお願い

したいと思います。 

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４条第１項の規定による許可申請について」の１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。 

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」の１件の案件を採決いたします。 

      本案は原案のとおり決するに「賛成」の委員の方は、「挙手」を願いいたしま 

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」の１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、「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「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、宅地分譲開発に伴う既存道路の拡張のための転用であります。

申請地は伊達総合支所から８００ｍ圏内で宅地化率４０％を超えている範囲の

農地であることから、農地区分を第２種農地と判断いたしました。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。 

２番については、一般住宅敷地への転用であります。申請地は伊達総合支所か

ら６００ｍ圏内で宅地化率４０％を超えている範囲の農地であることから、農

地区分を第２種農地と判断いたしました。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。 

３番については、店舗敷地への転用であります。申請地は伊達総合支所から９

００ｍ圏内で宅地化率４０％を超えている範囲の農地であることから、農地区

分を第２種農地と判断いたしました。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。 

４番については、携帯電話基地局工事に伴う仮設トイレ、作業用地敷地への一

時転用であります。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、携帯電話基地局工事に伴う仮設トイレ、作業用地敷地への一

時転用であります。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。 

６番については、高子駅北地区土地区画整理事業のための現場事務所及び休憩

施設敷地の為の一時転用であります。農地区分は阿武隈急行○○駅から 

５００ｍ以内の区域にあることから第２種農地と判断しました。第２種農地は

他に替わるべき土地がない場合は転用可能であり、転用可能と判断しました。 

７番については、資材置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。 

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３号の１番から３番の３件の案件について、１６番、鈴木政浩主任調査

員、お願いいたします。 

１６番委員 昨日、９時半より、現地を調査しました。事務局３名、清野会長、委員２名、

私で現地を調査して参りました。 

１番の案件でございますが、場所は○○○○○○○から、西方向に３００ｍ

ほど行ったところにあります。この案件は、分譲住宅に伴う道路の拡張という

ことで、問題無いと見て参りました。 

２番の案件でございますが、場所は○○中学校の国道○○○号を挟んだ道路

向かいのすぐ前になります。この場所は集合住宅が建っている間の土地になり

ます。地区計画区域内ということで住宅建築が可能な場所になります。排水も

しっかり有りますし、問題無く見て参りました。 

３番の案件ですが、場所は箱崎の○○○号沿いの○○○○○○○の西側、現

在は、荒れている状態の畑になります。ここについても、第２種農地というこ

とで、排水もしっかり有りますし、隣接する農家とも話し合いがきちんとされ

ているということで、許可相当と見て参りました。１番から３番までの案件に

ついて、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３号の４番の案件について、１３番、三浦雄一主任調査員、お願いい

たします。 

１３番委員 ４番の案件について報告させていただきます。昨日の午後から、大槻、八巻

委員、私、事務局２名で現地を確認して参りました。この案件は携帯電話のア

ンテナ工事に伴う仮設トイレ、作業用敷地のための３ヶ月間の一時転用であり、

問題無く見て参りました。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す。 

     議案第３号の５番の案件について、４番、大槻孝德主任調査員、お願いいた

します。 

１４番委員 ５番の案件について、現地を確認して参りましたのでご報告いたします。昨

日、午後４時から、三浦雄一委員、八巻長一推進委員、事務局２名、計５名で

現地を確認して参りました。今回の申請地は、携帯電話基地局の工事に伴う仮

設トイレ、作業用地のための一時転用であります。対象農地はインゲン、スナ



ップエンドウを栽培しております。周囲の農地は柿が栽培されておりますが、

農作物に対する悪影響は無いと判断して参りました。許可相当と思われますの

で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３号の６番の案件について、６番、深谷元雄主任調査員、お願いいた

します。 

６番委員  ご報告申し上げます。昨日午前１１時より、事務局３名、私と佐藤易廣委員、

関根龍徳推進委員で現地を確認して参りました。目的としては、土地区画整理

事業に伴う現場仮設事務所、駐車場及び休憩施設敷地のための一時転用でござ

います。第２種農地であり、周辺農地への影響も無いと思われますので許可相

当と思われますので、ご協議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３号の７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 ７番の案件についてご報告申し上げます。昨日午後１時半より、大橋松夫委

員、大武有子委員、事務局３名、私で、計６名で現地を確認して参りました。

今回の申請は資材置場敷地への転用申請です。場所は国道○○○号から少し入

った○○○○○の脇になります。○○○○○の資材置場敷地という事ですが、

近隣の土地の方の承諾を得ているということと、敷地入口付近はコンクリート

舗装し、あとの敷地には砕石を敷くという事です。周りの土地への影響を考え

盛土し、排水は市の排水路へ排水するという事でしたので、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した。 

      これより質疑に入ります。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」の７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「農地法第５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、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」の７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」

の所有権移転に係る２件、賃借権設定に係る２０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。（１５時２２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。（１５時２４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」の所有権移転に係る２件、賃借権設定に係る２０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」の所有権移転に係る２件、賃借権設定に係る

２０件については原案のとおり「承認決定」といたします。 

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１０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。（１５時２６分閉会） 


