
令和元年１２月定例農業委員会議議事録 

 

開会 １２月２５日（水）午前９時 

   (欠席委員)伊藤委員 

   (事務局出席者)原田事務局長、加藤事務局次長、冨田主幹、酒井主任主

査、山本主査、山口主事、川野主事 

   (傍聴人) ０名 

議 長：それでは、ただいまから１２月定例農業委員会議を開催します。 

本日は、農業委員の伊藤委員から欠席する旨の届け出を受けておりま

す。 

現在、出席委員は農業委員が１１名、農地利用最適化推進員が９名で

す。 

議事に入る前に、本日の会議の議事録署名委員を指名します。 

２番、塚﨑委員、３番、鈴木委員、よろしくお願いいたします。 

それでは、議事に入ります。 

 

議 長：議案第３４号、農地法第３条の規定による許可申請について、事務局

から説明を求めます。 

 

【議案第３４号、農地法第３条の規定による許可申請について】 

事務局：《議案書に基づき説明》 

議 長：ありがとうございます。ただいま事務局から説明がありました番号１、

三好下の件につきまして、地元の野々山委員から御意見をお願いしま

す。 

野々山委員：渡し人につきましては、相続にて農地を取得されましたが、会社勤め

であり、後継者についても結婚されて農業を経験していないというこ

とです。本家のお兄さんに相談したところ、お兄さんの友人で農地を

取得してもいいという方が見えましたので、この案件が成立したそう

でございます。 

受け人につきましては、現在、畑と果樹を栽培しておりまして、田に

ついては作付されておりませんが、今後、田を取得して自家消費分の

お米をつくりたいということでございました。説明にもありましたが、

機械は田植え機とコンバインは所有していませんが、渡し人のお兄さ

んが受け人の友人であり、機械を持っていますので、それを貸すとい

うことで話もまとまっているそうです。その機械を借りて耕作します

ので、別に問題はないと思っております。以上です。 



議 長：はい、ありがとうございます。 

ただいま野々山委員から説明がありましたが、御意見等のある委員は

挙手の上、発言をお願いします。 

 

（質問、意見等なし） 

 

議 長：それでは、御意見等がないようでありますので、採決に移ります。 

番号１について、許可することに賛成な委員は挙手をお願いします。 

 

（全員賛成） 

 

議 長：はい、全員賛成により、番号１については許可することとします。 

 

議 長：続きまして、番号２、莇生の件につきまして、地元の小河委員から御

意見をお願いします。 

小河委員：該当農地の近くに住む人に所有権が移るということです。農地の管理

もしやすくなって、農地利用の効率化が期待できますので、問題ない

と判断します。 

議 長：はい、ありがとうございました。 

ただいま地元の委員から説明がありましたが、御意見等のある委員は

挙手の上、発言をお願いします。 

林委員：確認ですが、登記簿地目が宅地で、現況地目が畑になっています。こ

の写真を見ると、どうも雑種地のように見えますけれども、これは農

家台帳に畑として記載があったということで３条に該当したというこ

とですか。 

事務局：農家台帳にもともと畑として載っていた土地でありまして、従来は草

が生い茂っていた土地です。申請されるに当たって、草刈りを行い、

現在の状態が今の写真の状況になります。以上です。 

議 長：それでは、ほかに意見がないようでありますので、採決に移ります。 

番号２について許可することに賛成な委員は挙手をお願いします。 

 

（全員賛成） 

 

議 長：はい、全員賛成により、番号２については許可することとします。 

 

議 長：続きまして、番号３、福谷の件につきまして、地元の林委員から御意



見をお願いします。 

林委員：渡し人ですが、経営地が９９１平米であり、今回、所有権移転をする

土地のみということであります。水田については貸し付けをされてお

ります。申請地は田が埋め立てしてあって、畑になっていますけれど

も、現況として、耕作していないような状況であり、草場になってお

ります。今回、受人が取得して、耕作していくということであれば、

何ら問題ないということになります。 

議 長：はい、ありがとうございました。 

ただいま地元委員から説明がありましたが、御意見等のある委員は挙

手の上、発言をお願いします。 

 

（質問、意見等なし） 

 

議 長：意見等がないようでありますので、採決に移ります。 

番号３について、許可することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

（全員賛成） 

 

議 長：はい、全員賛成により、番号３については許可することとします。 

 

議 長：続きまして、番号４、黒笹の件につきまして、地元の加納委員から御

意見をお願いします。 

加納委員：この申請地につきましては、以前から受人の一家で管理をしておりま

した。たまたまいろいろな事情がありまして、渡人が手放すというこ

とになり、受人につきましても農業を一生懸命やっておりますので、

特に問題はございません。以上です。 

議 長：はい、ありがとうございました。 

ただいま地元委員から説明がありましたが、御意見等のある委員は挙

手の上、発言をお願いします。 

 

（質問、意見等なし） 

 

議 長：意見等がないようでありますので、採決に移ります。 

番号４について、許可することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

（全員賛成） 



 

議 長：はい、全員賛成により、番号４については許可することとします。 

 

《採決結果：議案第３４号 全員賛成４件》 

 

議 長：続きまして、議案第３５号、農地法第５条の規定による許可申請の意

見についてですが、議事参与の制限に該当する件がありますので、先

に該当しない番号１から３、５から８について事務局から説明を求め

ます。 

【議案第３５号、農地法第５条の規定による許可申請の意見について】 

事務局：《議案書に基づき説明》 

議 長：はい、ありがとうございました。 

それでは、順次お願いいたします。ただいま事務局から説明がありま

した番号１、新屋の件につきまして、地元の原田委員から御意見をお

願いします。 

原田委員：こちらは、先日２３日に現地を確認してきました。図面の補足資料の

右側の部分が畑ということで、自家消費の野菜を作っておりました。

隣の畑にも一応野菜はつくってあるみたいですが、排水を流すときに

は水路へ流すということで、周辺農地への影響はないと思われます。 

また、こちらの農地が第３種農地ということで事務局より説明があり

ましたとおり、やむを得ない案件かと思いますので、何ら問題ないと

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。 

ただいま地元委員から説明がありましたが、御意見等のある委員は挙

手の上、発言をお願いします。 

 

（質問、意見等なし） 

 

議 長：それでは、御意見等がないようでありますので、番号１については採

決をとります。 

番号１について、県に対し進達するに当たり、適当であると意見を付

すことに賛成な委員は挙手をお願いします。 

 

（全員賛成） 

 

議 長：はい、全員賛成により、番号１については適当であると意見を付し、



県に対し進達することとします。 

 

議 長：続きまして、番号２、三好上の件につきまして、地元の小林委員から

意見をお願いします。 

小林委員：申請地でございますけれども、補足資料を見ていただきますと、この

土地につきましてはここ数年間、耕作した形跡がありません。また、

位置的な問題では、東側は既に建設資機材の現場になっており、西側

につきましては、一般住宅がかなり建っているという状況でございま

す。したがいまして、ここを駐車場にするとしても特に支障はないよ

うな気がします。よろしくお願いいたします。以上です。 

議 長：はい、ありがとうございました。 

ただいま地元委員から説明がありましたが、御意見等のある委員は挙

手の上、発言をお願いします。 

 

（質問、意見等なし） 

 

議 長：それでは、意見等がないようでありますので、番号２について採決を

とります。 

番号２について、県に対して進達するに当たり適当であると意見を付

すことに賛成な委員は挙手をお願いします。 

 

（全員賛成） 

 

議 長：全員賛成により、番号２については適当であると意見を付し、県に対

し進達することとします。 

 

議 長：続きまして、番号３、西一色の件につきまして、地元の加藤委員から

御意見をお願いします。 

加藤委員：はい。この現地は遊休農地の問題になっております。また、この件に

つきましては、昨年に地区の役員をふれあい会館に集めて、施設をつ

くりますという説明会がありまして、そのときにも特に反対はありま

せんでした。 

昨日、区長にもこの件について話をしたのですが、特に問題ないとい

うことでしたので、いいのではないかなと思っております。以上です。 

議 長：はい、ありがとうございました。 

ただいま地元委員から説明がありましたが、御意見等のある委員は挙



手の上、発言をお願いします。 

林委員：この件云々じゃないですけれども、駐車場とこの施設の行き来につい

ては、この図面でいくと、排水路をまたぐ橋等がないように見受けら

れます。このままで行くと、市道へ一度出て施設へ行くような図面に

見えますけれど、土地改良区の了解が得られれば、どこかに渡りの橋

をつけるといいような気がします。直接転用の内容と関係ない話です

が。 

事務局：その件については、話を進めていく中で、事務局としても気になって

いた点であり、事業者にもその旨の確認をさせていただきましたが、

今のところ、土地改良区の水路の上を通る計画はないということであ

り、一度道路に出て、建物に渡っていく計画であるということで聞い

ております。 

ただ、状況を見て、今後検討をしていくということでは聞いておりま

す。よろしくお願いいたします。 

議 長：それでは、ほかに意見がないようでありますので、番号３について採

決をとります。 

番号３について、県に対して進達するに当たり、適当であると意見を

付すことに賛成な委員は挙手をお願いします。 

 

（全員賛成） 

 

議 長：はい、全員賛成により、番号３については適当であると意見を付し、

県に対し進達することとします。 

 

議 長：続きまして、番号５、明知下の件につきまして、地元の深谷委員から

御意見をお願いします。 

深 谷 (良 )委 員 ：番号５の申請内容ですけれども、この記載のとおり、農振除外の審議

というのは既に済んでいるということです。特別に農地法等に抵触す

るようなことはないということであり、地域の説明会等も既に済んで

おります。したがいまして、特に問題ないと考えております。以上で

す。 

議 長：はい、ありがとうございました。 

ただいま地元委員から説明がありましたが、御意見等のある委員は挙

手の上、発言をお願いします。 

 

（質問、意見等なし） 



 

議 長：それでは、御意見等がないようでありますので、番号５について採決

をとります。 

番号５について、県に対して進達するに当たり、適当であると意見を

付すことに賛成な委員は挙手をお願いします。 

 

（全員賛成） 

 

議 長：はい、全員賛成により、番号５については適当であると意見を付し、

県に対し進達することとします。 

 

議 長：続きまして、番号６、明知下の件につきまして、同じく深谷委員から

御意見をお願いします。 

深 谷 (良 )委 員 ：はい。この件につきましても、もう既に農振除外の審議は済んでおり

ます。そして、これについての地域の説明会等も既に済んでおります｡

同じように、特別に問題はないかと考えております。以上です。 

議 長：はい、ありがとうございました。 

ただいま地元委員から説明がありましたが、御意見等のある委員は挙

手の上、発言をお願いします。 

林委員：１つ確認です。この申請ですと、地形的に大分切り土があるように思

いますけれども、切り土の処分ということは聞いてみえますでしょう

か。 

事務局：残土につきましては、申請書の中で、ほかの事業用地に持っていくと

いうような記載がありました。具体的には、高嶺で予定している倉庫

の造成工事の案件です。 

議 長：それでは、ほかに意見がないようでありますので、番号６について採

決をとります。 

番号６について、県に対し進達するに当たり、適当であると意見を付

すことに賛成な委員は挙手をお願いします。 

 

（全員賛成） 

 

議 長：全員賛成により、番号６については、適当であると意見を付し、県に

対して進達することとします。 

 

議 長：続きまして、番号７、打越の件につきまして、地元の近藤委員から御



意見をお願いします。 

近藤 (雅 )委員：現地確認につきましては南側に排水路が１本あります。また第３種農

地ですので、分家住宅を建築するにあたっては問題ないと思います。

以上です。 

議 長：はい、ありがとうございました。 

ただいま地元委員から説明がありましたが、御意見等のある委員は挙

手の上、発言をお願いします。 

 

（質問、意見等なし） 

 

議 長：それでは、意見等がないようでありますので、番号７について採決を

とります。 

番号７について、県に対し進達するに当たり、適当であると意見を付

すことに賛成な委員は挙手をお願いします。 

 

（全員賛成） 

 

議 長：はい、全員賛成により、番号７については適当であると意見を付し、

県に対し進達することとします。 

 

議 長：続きまして、番号８、莇生の件につきまして、地元の小河委員から御

意見をお願いします。 

小河委員：はい。該当する土地は、６月の農振除外で審議をしていただいた場所

です。分家住宅建設ということで、そこを借りるということはやむを

得ないことと判断をしています。以上です。 

議 長：はい。ただいま地元委員から説明がありましたが、御意見等のある委

員は挙手の上、発言をお願いします。 

 

（質問、意見等なし） 

 

議 長：それでは、御意見等がないようでありますので、番号８について採決

をとります。 

番号８について、県に対し進達するに当たり、適当であると意見を付

すことに賛成な委員は挙手をお願いします。 

 

（全員賛成） 



 

議 長：はい、全員賛成により、番号８については適当であると意見を付し、

県に対し進達することとします。 

 

議 長：番号４につきましては、議事参与の制限に該当しますので、退席をお

願いします。 

（該当委員退席） 

議 長：それでは、番号４について、事務局から説明を求めます。 

事務局：《議案書に基づき説明》 

議 長：はい、ありがとうございました。 

番号４について、明知上の件につきまして、地元の深谷委員から御意

見をお願いします。 

深谷(明)委員：所有者の自宅が従来、申請地の隣にありましたけれども、経営するハ

ウス園芸の近くに移ってしまったということです。今後の管理も難し

いというところで、申請地の隣で事業を行う受人が貸してほしいとい

う話があったということです。周りもどんどん住宅になっております

ので、状況的にも環境的にも問題ないと思います。 

議 長：はい、ありがとうございました。 

ただいま地元委員から説明がありましたが、御意見等のある委員は挙

手の上、発言をお願いします。 

 

（質問、意見等なし） 

 

議 長：それでは、御意見等がないようでありますので、番号４について採決

をとります。 

番号４について、県に対し進達するに当たり、適当であると意見を付

すことに賛成な委員は挙手をお願いします。 

 

（全員賛成） 

 

議 長：はい、全員賛成により、番号４については適当であると意見を付し、

県に対して進達することとします。 

（該当委員着席） 

 

《採決結果：議案第３５号 全員賛成８件》 

 



議 長：続きまして、議案第３６号、相続税の納税猶予にかかる証明願につい

て、事務局からの説明を求めます。 

 

【議案第３６号、相続税の納税猶予にかかる証明願について】 

事務局：《議案書に基づき説明》 

議 長：はい、ありがとうございました。 

ただいま事務局から説明がありました番号１、番号２、三好下の件に

つきまして一括して審議します。地元の野々山委員から御意見をお願

いします。 

野々山委員：はい。申請書の上段、農地につきましては田を作付しておりまして、

次の東新月につきましては、登記上は田になっていますが、現状は野

菜をつくっておられます。 

次の赤羽根でございますが、宅地の横でお母さんが一生懸命野菜をつ

くっている状況でございました。 

次の新月につきましても、ここで野菜をつくってみえます。 

次の高根、八和田山、植松、平子につきましては、法人が桃、ミカン、

梨等を一生懸命栽培されておりますので、証明書を発行するに当たっ

ては問題ないと思っております。以上でございます。 

議 長：はい、ありがとうございました。 

ただいま地元委員から説明がありましたが、御意見等のある委員は挙

手の上、発言をお願いします。 

 

（質問、意見等なし） 

 

議 長：それでは、意見等がないようでありますので、採決に移ります。 

番号１、番号２について証明書を発行することに賛成な委員は挙手を

お願いします。 

 

（全員賛成） 

 

議 長：全員賛成により、番号１、２については証明書を発行することとしま

す。 

 

議 長：続きまして、番号３、４、打越の件につきまして審議いたします。 

地元の近藤委員から御意見をお願いします。 

近藤 (雅 )委員：現地確認しました。位置図を見ていただきますと、麦が植えつけされ



ておりまして、全筆法人に貸し出されているということですので、問

題ないと思います。以上です。 

議 長：はい、ありがとうございました。 

ただいま地元委員から説明がありましたが、御意見等のある委員は挙

手の上、発言をお願いします。 

 

（質問、意見等なし） 

 

議 長：意見等がないようでありますので、採決に移ります。 

番号３、４につきまして、証明書を発行することに賛成な委員は挙手

をお願いします。 

 

（全員賛成） 

 

議 長：はい、全員賛成により、番号３、４については証明書を発行すること

とします。 

 

《採決結果：議案第３６号 全員賛成４件》 

 

議 長：続きまして、議案第３７号につきましては、鈴木文生委員、近藤元壽

委員、萩野委員、加納勇委員が議事参与の制限に該当しますので、退

席をお願いします。 

（該当委員退席） 

議 長：それでは、議案第３７号、農用地利用集積計画の決定について、事務

局から説明を求めます。 

【議案第３７号、農用地利用集積計画の決定について】 

事務局：《議案書に基づき説明》 

議 長：はい、ありがとうございました。 

ただいま事務局から説明がありましたが、全体を通して御意見等があ

る委員は挙手の上、発言をお願いします。 

 

（質問、意見等なし） 

 

議 長：それでは、御意見等がないようでありますので、採決に移ります。 

本件について採決します。計画の決定に賛成の委員は挙手をお願いし

ます。 



 

（全員賛成） 

 

議 長：はい、全員賛成により決定することとします。 

（該当委員着席） 

 

《採決結果：議案第３７号 全員賛成７件》 

 

議 長：それでは、続きまして諮問に移ります。諮問第６号、農業振興地域整

備計画の変更に対する意見について事務局から説明を求めます。 

 

【諮問第６号、農業振興地域整備計画の変更に対する意見について】 

事務局：《議案書に基づき説明》 

議 長：ただいま事務局から説明がありました番号１、福田の件につきまして、

地元の酒井委員から御意見をお願いします。 

酒井委員：事業の必要性及び選定理由は事務局から説明があったとおりです。こ

の件は２年前に駐車場の拡張を一度されていまして、そのときも審議

されましたけれど、今回、また車両が集約するということで、先端の

河川までを駐車場に転用するということです。排水も農業用水を通じ

て隣接の河川へ流すということで、農地はこの区画になくなりました

ので、影響は特にないと感じています。地権者とも話し合いがついて

いるということですし、土地改良区とも話がついているということで

すので、特に問題がないと思います。よろしくお願いします。 

議 長：はい、ありがとうございました。 

ただいま地元委員から説明がありましたが、御意見等のある委員は挙

手の上、発言をお願いします。 

深谷(良)委員：資料２６ページの図面と、カラーの補足図面が少し違いますけれど、

これはいいのですか。 

事務局：はい、すいません。斜線で明示した箇所は過去の農振除外地まで含ま

れているものであります。今回の申請地はその中の赤い細線で囲った

区域になり、大変見にくくなってしまい申しわけないのですが、御理

解のほどよろしくお願いいたします。 

議 長：それでは、ほかに意見がないようでありますので、番号１について、

市に対し適当であると答申することに賛成な委員は挙手をお願いしま

す。 

 



（全員賛成） 

 

議 長：はい、全員賛成により、番号１については適当であるとして市へ答申

することとします。 

 

議 長：続きまして、番号２、同じく福田の件につきまして、地元の酒井委員

から御意見をお願いします。 

酒井委員：はい。この件に関しては、以前からの経過を少しお話ししたいと思い

ます。 

２年半程前にみよし市から工業団地を誘致したい、そのための造成を

したいという話がありまして、地元有志で話し合って、立地条件等ほ

かに影響はないということで、あらかた賛成でした。市の要望を受け

まして、ちょうど２年前に開発推進委員会を立ち上げました。その後、

説明会、アンケート、その他調整をやりまして、この２年の間に仮同

意、本同意まで得た状況となっております。来年度にはもう本契約を

して工事にかかるという段取りになってきております。 

特に問題というのはなく、現在駐車場に使っている部分が最初の計画

区域から除外されましたけれども、それ以外は全部順調であると思い

ますので、よろしくお願いします。 

議 長：はい、ありがとうございました。 

ただいま地元委員から説明がありましたが、御意見等のある委員は挙

手の上、発言をお願いします。 

林委員：この案件、市街化編入ということで、農振除外もやむを得ないかなと

思いますが、確認したいのが編入に伴う手続上のスケジュールです。

また、開発のスケジュール、造成等のスケジュール。それに伴って、

作止めがいつから始まるようになるかというところと、この区域内に

利用権設定で担い手農家が借りてみえる農地面積がどれぐらいあって、

それに対する対応がどうであったかという部分、それだけ確認させて

いただきたいです 

事務局：幾つか言われましたので、回答が漏れてしましたら、また指摘をお願

いします。 

まずスケジュールについてですが、現在のところ、都市計画部局、農

振部局、それぞれ事前調整は既に進んでおります。ついこの間、市の

都市計画審議会にも市街化編入並びに地区計画の決定について諮問を

させていただきまして、同意の回答をいただいているところです。 

本日、農振除外の諮問をさせていただきまして、その後、市の３月議



会に地区計画の条例の提案をさせていただきまして、条例が決定とな

り、愛知県の都市計画審議会の決定が終わった後に、市街化区域の編

入の告示が打たれる予定になっております。今の予定ですと３月の下

旬を予定しております。 

その後、造成工事の開発申請等をさせていただきまして、工事は令和

２年の６月ごろ開始する予定になります。造成工事自体は令和４年３

月末までの約２年弱を予定しておりまして、企業の立地につきまして

は、造成の状況にもよりますが、令和３年中に始まっていくというス

ケジュールを組んでおります。 

作止めにつきましては、令和元年産をもってさせていただいておりま

す。山本の説明にもありましたが、利用権を結んで担い手農家の方が

借地をされておりましたが、もう既に、合意解約をさせていただいて

おります。 

林委員：担い手に集約された農地の面積はどのくらいありますか。 

事務局：４名の認定農家の方で、約５ヘクタール弱になります。 

林委員：この市街化編入に伴う除外案件は、やむを得ないと思います。 

今後についてですが、担い手が７割から８割の利用権を設定してある

ような優良農地の開発を行うにあたって、農業委員会としての意見を

回答したらどうかと思います。 

事務局：林委員の意見につきましては、私個人としてはよく理解できるところ

でありまして、今回のこの地区の開発についても、農業振興を担当し

ている者としましては、いかがなものかという気持ちはずっと思って

いますけれど、市として決定されたことなので、進めさせていただい

ております。 

今後について、林委員が言われたように、市としてこういった農地を

潰して、ほかの土地利用をしていくということであれば、企業立地を

担当している職員とも話をさせていただきまして、以前から総合計画

の中で位置づけがあります権現山地区について優先的に候補地として

上げていただきたいということは伝えさせていただいております。 

林委員の申し出があったように、農業委員会としてもそういった意見

がもしまとめていただけるのであれば、大変ありがたいことだと思い

ますので、お願いします。 

鈴木委員：この資料の中に、みよし市への進出希望が９社、合計面積１１．０５

と書いてありますが、既に進出企業は決まっているのか、造成してか

らまた新しく希望をとるのか、そこら辺はどうなのでしょうか。 

事務局：この資料の中にあります進出希望９社、合計面積１１ヘクタールとい



うのは、この地区の工業団地造成を行うべきか否かという判断をする

ときに、市内企業を中心にアンケート調査をさせていただいた結果で

あります。今回は具体的に計画が定まりましたので、現在、令和元年

１１月１８日から令和２年１月１０日までの間で進出希望の受付をさ

せていただいています。現在のところ、１社から書面で申し出があり

ました。そのほか数社から問い合わせが来ておりますので、最終的に

は何社かの進出希望が出てくると思っております。 

業者の決定につきましては、別に企業誘致選定委員会を設置しまして、

その中で誘致する、しないの決定を２月上旬ごろにしていく予定であ

ります。 

議 長：それでは、林委員からありましたように、適当であるということにつ

いて異議はないけれども、農業委員会として適当であるという返事を

するときに、どのような意見をどういう文言でつけるのがいいですか

ね。事務局、何か案がありましたらお願いします。 

事務局：事務局の案ですけれども、この諮問はこの諮問で意見を取りまとめて

いただきたいと思います。林委員が言われたものは別に対応していく

のはいかがでしょうか。 

議 長：実は、今日皆さんに以前から検討していただいた意見書を市長に渡し

ます。意見書は皆さん見ていただいたと思いますが、これにはまだ今

協議している文言は入ってないですけれども、口頭でよければ私から

口頭で行いますし、文書がいいなら文書で行います。どっちがいいで

すかね。 

鈴木委員：農業委員会の立場というのは農地を守る立場ですから、林委員が言わ

れたとおりだと思いますけれども、市全体や、本来の皆さんの気持ち

とすれば、こういった開発がよそでもされることがあれば、進めても

らいたいというような気持ちもあるかと思います。なので、会長が今

日市長に会われた際に、農業委員会の中でこういう意見がありました

と口頭で伝えるぐらいではいかがかなと思います。 

林委員：委員会の中でそう決まれば、私は何ら異論ありません。 

議 長：では、そういう鈴木委員の意見がありますけれど、異議のある人が見

えなければ、今日の午後１時に意見書を出すことになっておりますの

で、その際の意見交換の中で対応したいと思います。よろしくお願い

します。 

それでは、採決をします。 

番号２について、市に対し適当であると答申することに賛成な委員は

挙手をお願いします。 



 

（全員賛成） 

 

議 長：はい、全員賛成により、番号２については適当だとして市へ答申をす

ることとします。 

 

議 長：続きまして、番号３、打越の件につきまして、地元の近藤委員から御

意見をお願いします。 

近藤(雅)委員：現地確認に行きまして、位置図を見ていただきますと、左上の写真に

倉庫が立っておりまして、農地としては利用されていなかった土地で

す。分家住宅について何も問題ないと思いますので、よろしくお願い

します。以上です。 

議 長：はい、ありがとうございました。 

ただいま地元委員から説明がありましたが、御意見等のある委員は挙

手の上、発言をお願いします。 

 

（質問、意見等なし） 

 

議 長：それでは、意見がないようでありますので、採決に移ります。 

番号３について、市に対し、適当であると答申することに賛成な委員

は挙手をお願いします。 

 

（全員賛成） 

 

議 長：はい、全員賛成により、番号３について、適当であるとして、市へ答

申することとします。 

 

議 長：続きまして、番号４、莇生の件につきまして、地元の小河委員から御

意見をお願いします。 

小河委員：先日現地を見た際は一部アスファルトで固められていましたが、農地

へ復旧をしています。周辺状況は住宅地に近いところですので、変更

は問題ないと思われます。 

議 長：ただいま地元委員から説明がありましたが、御意見等のある委員は挙

手の上、発言をお願いします。 

 

（質問、意見等なし） 



 

議 長：それでは、意見がないようでありますので、番号４について、市に対

し適当であると答申することに賛成な委員は挙手をお願いします。 

 

（全員賛成） 

 

議 長：はい、全員賛成により、番号４については適当であるとして、市へ答

申することとします。 

ちなみに、先ほど事務局から用意していただいたこの３枚目を見てい

ただくと、工業系の開発誘導ゾーン、都市計画マスタープランという

市の計画があるのですが、その都市計画マスタープランの中にこの空

色の部分が工業系で開発を誘導しますというふうになっています。な

ので、将来的にこの色の塗ってある部分は大規模な開発の計画がされ

る可能性があるということで認識していただけるといいと思います。

参考までに事務局につけていただきましたので、よろしくお願いをし

ます。 

 

《採決結果：諮問第６号 全員賛成４件》 

 

［事務局報告］ 

事務局：《資料に基づき説明》 

 

ア 令和元年１１月分農地転用届出の受理状況について 

 

議 長：はい、ありがとうございました。 

ただいま事務局から説明がありましたが、御質問等のある委員は挙手

の上、発言をお願いします。 

 

（質問、意見等なし） 

 

議 長：それでは、以上で予定しました議事等は全て終了いたしました。 

これをもちまして議長の職を終了させていただきます。ありがとうご

ざいます。 

引き続き、農地利用最適化推進会議を行いますので、議事の進行を事

務局へお渡しします。 

 



事務局：大変ありがとうございました。 

時間が長くなっておりますが、引き続き、農地利用最適化推進会議の

を進めさせていただきます。 

今月は３件用意させていただきました。 

初めに、事務局から説明をさせていただきますので、よろしくお願い

します。 

 

  １ 農業委員会組織による「令和元年台風１９号等災害義援金」の募集に 

ついて 

  ２ 農業委員会意見交換会の開催について 

  ３ 農業委員会視察研修の収支報告について 

 

事務局：《資料に基づき説明》 

 

事務局：以上でありますが、何か御質問がありましたらお願いします。 

 

（質問、意見等なし） 

 

 

事務局：それでは、以上をもちまして会議を終了させていただきます。 

一同、御起立をお願いします。 

一同、礼。 

 

（閉会午前１１時００分） 

 


