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平成２９年度第１回菊陽町農業委員会会議録 

 

開催日時 平成２９年４月１０日（月）午後３時００分から午後４時３０分 

 開催場所 菊陽町役場 

 

１ 議事日程 

第１ 議事録署名委員及び会議書記の指名について 

第２ 議 事 

（１）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 

（２）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 

（３）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 

（４）議案第４号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による意見決定について 

（５）議案第５号 農地中間管理機構事業（農地集積計画）に係る意見決定について 

（６）報告第１号 農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用届出（市街化区域）に

ついて 

（７）報告第２号 農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出（市街化区域）に

ついて 

（８）報告第３号 農地改良届出について 

 

２ 出席委員（１８人） 

１番 矢野 誠治   ２番 桑住益次郎   ３番 村上 正一 

４番 欠 席     ５番 大和 典昭   ６番 吉野 一也 

７番 田上 稔徳   ８番 後藤 康之   ９番 佐藤 浩之 

１０番 本田 和寛  １１番 日髙 裕成  １２番 大山 陽一 

１３番 矢野  章  １４番 坂本 幸則  １５番 服部 貞夫 

１６番 鹿子木壽代  １７番 坂本 里美  １８番 岩下 土代 

１９番 礒部 德美 

 

３ 欠席委員 （１人） 

４番 西本 茂市 

 

４ 農業委員会事務局職員 

事務局長 渡辺 博和 

事務局員 荒木 博光 
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平成２９年度第１回菊陽町農業委員会会議録 

議事の経過 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

開会 午後３時００分 

○事務局 定刻を過ぎております。農業委員会を開催させていただきたいと思います。 

 本日の会議への出席は、農業委員総数１９名に対しまして１８名の出席でございます。菊陽

町農業委員会会則第６条の規定に基づき、会議が成立しているということをここに報告申し上

げます。 

 それでは、冒頭に会長挨拶をお願いいたします。 

○会 長 改めまして、こんにちは。農業委員会のほうも新体制ということで頑張っていきたいと

思いますけども、前の川上局長とはよく相談をしながら、新しい農業委員会の方向性を探りな

がらやっていこうということでやってまいりましたけど、また新しい局長のもとで、次の新し

い農業委員会のほうも立ち上げていかなくてはならないと思いますが、そのときにはまた皆さ

んのほうにご相談をすると思いますけども、よろしくお願いしておきます。 

 また、本日は非常に風の強い日でありまして、ちょっと農家の方はビニールのほうが心配で

はないかと思いますけども、早めに会議のほうも切り上げたいと思いますので、慎重な審議だ

けでなく、スムーズな審議もよろしくお願いして、挨拶とさせていただきます。本日はよろし

くお願いいたします。 

○事務局 会議は、菊陽町農業委員会会則第４条の規定に基づき、会長が議長となり、議事の進行

を行うことになっております。 

 それでは、会長、よろしくお願いいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 議事録署名委員及び会議書記の指名について 

○議 長 はい。では、議長の席につきますけども、議事に入ります前に、菊陽町農業委員会会議

規則第１３条の規定に基づき、議事録を作成することになっております。 

 議事録作成にあたり、議事録署名委員と会議書記の選出になりますけども、会長一任でよろ

しいでしょうか。 

（はいの声） 

○議 長 はい、ありがとうございます。 

 それでは、一任ということでありましたので、私のほうで指名をさせていただきます。 

 議事録署名委員に１１番、日髙委員、１３番、矢野委員にお願いいたします。また、本日の

会議書記に事務局職員の荒木さんを指名いたします。 

 以上で、日程第１を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２ 議事 
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○議 長 続きまして、日程第２の議事に入りたいと思います。 

 はじめに、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」を議題といた

します。 

 事務局の議案朗読並びに説明をお願いいたします。 

○事務局長 農地法第３条は、農地の権利移動の制限を規定しているものでございます。不耕作目

的や資産保有の目的等での農地の取得など、望ましくない権利移動を禁止し、効率的に農地を

利用する者が農地の権利を取得することとなっているところであります。 

 それでは、議案書の１ページをお開きください。議案第１号、番号１を説明します。 

 譲渡人及び譲受人は、議案書のとおりでございます。申請地「久保田字川久保１９５９番」、

地目「田」、面積「４,３２６」、同じく「久保田字下原２９２３番２」、地目「畑」、面積「３５

㎡」、面積２筆合わせまして「４,３６１㎡」でございます。申請の理由は、親子間による贈与

であります。譲渡人が高齢で農作業に従事できないことから、譲受人である息子に贈与するも

のであります。 

 この案件につきましては、現地調査を３月３０日に実施しております。お手元に配付してお

ります現地調査の写真をお開きください。ページは、１ページ、２ページ、３ページになりま

す。１ページのほうが現地調査のものと農機具保有の状況等の写真を撮ってきております。２

ページの網掛けの部分が今回の贈与の対象農地になるところでございます。次に、３ページの

ちょっとわかりづらいですけど、細長い少し小さい筆でありますけど、こちらも３５㎡になり

ます。 

 それでは、本議案につきまして、申請書等に記載された内容が当該基準に適合するか否か、

お手元に配付しております調査表の３条のほうをお開きください。この調査の検討事項につい

て、結果を説明したいと思います。それでは、１号から該当する項目について説明します。 

 まず、全部効率要件につきましては、申請人への聴取、地元農業委員であります大和委員と

現地調査をした結果、現在保有している経営農地の状況、権利取得後に必要な機械・器具及び

労働力の状況から効率的な利用ができるものと見込まれます。 

 次に、権利を取得する者が取得後において、耕作に必要な農作業に従事するかどうかでござ

います。本人及び農作業従事者の農作業従事日数及び申請内容の結果、農作業に常時従事して

おり、取得後も同様に従事すると思われます。 

 次に、権利取得する者の取得後における農地の合計面積が下限面積に達しているかどうかで

ございます。申請人の経営規模からみると、現在の経営面積は１３,４７２㎡であるため問題あ

りません。 

 最後に、地域との調和でございます。今までどおり権利取得後も同様な使用をされることか

ら、周辺農地への影響はないものと思います。また、地域で行われている水路清掃や除草作業

にも参加し、周辺農家と協力することが申請書に明記されております。また、申請農地は集落

営農、経営体による面的まとまった農地になってないこと、他の農業者の農業水利が阻害され
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るような権利取得ではないこと、無農薬や減農薬での付加価値の高い作物栽培に取り組まれて

いる地域ではないこと、集落が一体となって特定品目を生産している地域ではないこと、以上、

申請地の場所、規模からみて、周辺農地の農業上の効率的なかつ総合的な利用の確保に支障は

ないものと考えられ、調和要件を満たしているものと判断します。 

 以上、議案の朗読並びに説明を終わります。 

○議 長 はい、ありがとうございます。 

 議案説明が終わりました。 

 ただいまの説明に関しまして、地元委員からの補足説明をお願いいたします。 

○５番委員 第１号議案の番号１について、５番委員が説明します。 

 譲受人が実質の農作業をされており、現地調査においても適正に農地を管理されており、特

に問題ないと思いますので、よろしくご審議をお願いします。 

○議 長 はい、ありがとうございます。 

 議案朗読並びに説明が終わりました。 

 委員さんの質問並びに意見ございませんか。ありませんか。 

（ありませんの声） 

○議 長 はい、なければ、採決をとりたいと思います。 

 第１号議案の番号１の案件について、賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議 長 はい、ありがとうございます。 

 全員賛成です。議案は可決となりました。 

 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。 

 事務局の議案の朗読並びに説明をお願いいたします。 

○事務局長 はい。農地法４条は、権利移動の伴わない転用でございます。 

 それでは、議案書の２ページをお開きください。番号１について説明します。 

 申請者は、議案書のとおりです。申請地「久保田字役給５０番１」、地目「畑」、面積「４４

０㎡」。転用目的は、「竹林」であります。 

 土地利用計画につきましては、現状が既に竹林でありますので、土地利用計画は特にござい

ません。申請者は、以前から竹林で固定資産税の評価も山林であるため、登記地目と合わせた

いということで今回の申請がされたところでございます。 

 この議案につきましては、３月３０日に現地調査を実施しております。お手元に配付してお

ります５ページ、６ページをお開きください。５ページが今回現地調査をしたときの模様の写

真でございます。山林は、写真で見られるとおり綺麗に管理されている竹林でございます。場

所につきましては、６ページのちょうど白川右岸側になりますけど、ちょうどこの網掛けの部

分でございます。周辺はちょうど集落のなかに入っている小規模な地目上、農地という形にな
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っております。 

 それでは、配付しております農地転用許可申請に係る実質審査表の４条、５条をお開きくだ

さい。基準に照らした結果について説明をいたします。 

 まず、農地転用許可基準に基づく検討状況としまして、立地基準でございますけども、１０

ｈａ以上の広がりがなく、生産性の低い農地ということで、第２種農地として判断しました。 

 次に、一般基準について検討を行っております。一般基準は、検討する事項として、１、資

力及び信用から１０の法令協議までについて、該当あるところについて検討を行い、特に不適

当となる項目はありませんでした。この案件は、第２種農地であり、原則不許可でございます

が、既に竹林化しており、現況のまま使用し、申請者が集落内に居住し、日常生活上必要な施

設で集落に接続して設置されるものであり、申請地に接する農地もなく例外的に認めるもので

ございます。 

 よって、この案件については、許可相当とし、付すべき条件なしということで判断をしまし

た。 

 以上で議案の朗読並びに説明を終わります。 

○議 長 はい、議案説明が終わりました。 

ただいまの説明に関しまして、地元委員からの補足説明をお願いいたします。 

○３番委員 第２号議案の番号１について、３番委員が説明します。 

 申請地は、東側、宅地、西側、宅地、南側、畑、北側、道路であります。事務局の説明にも

ありましたが、４０年近く竹林として利用されており、農地に復旧することが困難な農地であ

り、やむを得ないと思いますので、よろしくご審議をお願いいたします。 

○議 長 はい、ありがとうございます。 

 議案朗読並びに説明が終わりました。 

 委員の皆さんの質問並びに意見を求めますけども、何かありますか。 

○・・・ はい。 

○議 長 ということで、この転用について、何かほかに質問ないですか。 

（ありませんの声） 

○議 長 なければ、議案第２号、番号１の案件に賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議 長 はい、ありがとうございます。 

 全員賛成ということで、議案第２号の番号１は、許可相当とし、付すべき条件なしというこ

とで意見決定をいたします。 

 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。 

 事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局長 農地法第５条は、権利移動の伴う転用でございます。 
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 それでは、議案書の３ページをお開きください。番号１について説明をいたします。 

 転用者は、議案書のとおりでございます。申請地「原水字古閑原３４８７番３」、地目「畑」、

転用面積「１４㎡」。転用の目的は、「宅地の一部」であります。 

 土地利用計画については、別紙での農業委員会議案参考資料をお配りしております。の開い

て１ページ目でございます。黄色で塗っている部分が今回の申請地でございます。 

こちらのほうが転用者の土地利用計画でございます。黄色に塗っているところが今回の申請箇

所というところでございます。ちょっとあっちこっち資料があってすみません。 

 この案件につきましても、現地調査のほうを３月３０日に実施しております。現地調査写真

の７ページ、８ページをお開きください。ちょうど７ページ目が現地調査の写真でございます

けども、現在賃貸の貸家だと思いますけども、今、建築中のところでございます。場所は、ち

ょうどこの電柱が立っている付近でございます。８ページは、ちょっと斜線が見にくいですけ

ど、・・・ちょっと上のほうでございます。 

 それでは、配付しております農地転用許可申請に係る実質審査表の４条、５条をお開きくだ

さい。許可基準に照らした結果について説明をいたします。 

 まず、農地転用許可基準に基づく検討状況でございます。まず立地基準についてでございま

すけども、１０ｈａ以上の農地の広がりがなく、生産性の低い農地の区域にある農地として、

第２種農地として判断しました。 

 次に、一般基準についてでございます。一般基準は、検討する事項として、１の資力及び信

用から１０の法令協議までについて、該当のあるところについて検討を行い、特に不適当とな

る項目はありませんでした。この案件は、第２種農地であり、原則転用不可でありますが、転

用者が集落内に居住し、日常生活上必要な施設で集落に接続して設置されるものであり、例外

として認めるものであります。 

 よって、この案件につきましては、許可相当とし、付すべき条件なしということで判断しま

した。 

 以上で議案の朗読並びに説明を終わります。 

○議 長 はい、ただいまの説明に関しまして、地元委員からの補足説明、意見をお願いいたしま

す。 

○８番委員 ３号議案の番号１について、８番委員が説明します。 

 申請地は、現地調査の結果、既に農地の用を満たしておらず、面積も小さい。申請地の東側

が農地として接していますが、特に問題ないと思われますので、よろしくご審議をお願いしま

す。 

○議 長 はい、議案朗読並びに説明が終わりました。 

委員の質問並びにご意見ございませんか。 

○１番委員 なんでこんな少しだけ残ったのですか。それだけちょっと。 

○事務局長 これは、転用者が計画されるときに、そこの部分だけちょっと分筆をされました。１
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４㎡分だけですね。東側の農地がたぶんこっちに少し入り込んでいたのではないか。 

○議 長 はい、一応説明が終わりましたけども、採決をとりたいと思います。 

 議案第３号、番号１の案件に賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議 長 はい、ありがとうございます。 

 全員賛成です。議案第３号、番号１は、許可相当とし、付すべき条件なしということで意見

決定といたします。 

 次に、番号２について事務局に説明を求めます。 

○事務局長 それでは、番号２について説明します。 

 転用者は、議案書のとおりでございます。申請地「久保田字前田１３１１番２、１３１２番

２」、地目「田」、転用面積「４５４㎡」でございます。転用目的は、「建売分譲」であります。 

 土地利用計画については、農業委員会会議議案参考資料というやつですね。これの２ページ

目を開いてください。計画でいきますと２戸の建売分譲でございます。場所は、ちょうど戸建

ての２戸の住宅という形でございます。転用者は、熊本地震により住宅の需用が増大している

ことから、宅地に適した本申請地を選定されました。 

 この議案につきましては、現地調査を３月３０日に実施しております。お手元に配付してお

ります現地調査の９ページ、１０ページをお開きください。９ページが現地調査の模様でござ

います。１０ページの網掛けが今回の申請地でございます。ちょうど東部センターの多目的ホ

ールというのがありますけど、それのちょうど道を挟んで西側の農地であります。 

 それでは、配付しております農地転用許可申請に係る実質審査表の４条、５条をお開きくだ

さい。基準に照らした結果について説明します。 

 まず、農地転用許可基準に基づく検討状況としまして、立地基準についてでございます。申

請地の西側には１０ｈａ以上の広がりのある一団の農地があります。よって、立地基準につき

ましては、第１種農地ということで判断しました。 

 次に、一般基準についてでございます。一般基準は、検討する事項としまして、１の資力及

び信用から１０の法令協議までについて、該当のあるところについて検討を行い、特に不適当

となる項目はありませんでした。この案件は、第１種農地であり、原則転用不可でありますが、

転用者が集落内に居住し、日常生活上必要な施設で集落に接続して設置されるものであり、例

外として認めるものであります。 

 よって、この案件につきましては、許可相当とし、付すべき条件なしとして判断しました。 

 以上で議案の朗読並びに説明を終わります。 

○議 長 はい、議案朗読並びに説明が終わりました。 

 ただいまの説明に関しまして、地元委員からの補足説明並びに意見をお願いいたします。 

○１６番委員 ４番に代わりまして、１６番委員が説明いたします。 

 申請地は、西側のみ農地と接しており、農地の・・・で集落内関連開発行為区域になってお
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り、また西側の農地は、譲渡人の農地で建物が建つことにより日照が悪くなりますが、了承し

た上での農地売買であることからやむを得ないと思いますので、よろしくご審議をお願いいた

します。 

○議 長 はい、議案朗読並びに説明が終わりました。 

 委員の方の質問並びに意見ございませんか。 

○・・・ これは、２棟建つのですか。 

○事務局長 はい、２棟です。 

○・・・ 個人住宅ですか。 

○事務局長 個人住宅２戸です。 

○事務局長 現地のほうは、道路よりも低い現在農地でありますので、道路並みに盛土をされてか

ら建築されるという形になります。 

○議 長 はい、よろしいですか。なければ、採決を行いたいと思います。 

 議案第３号、番号２の案件に賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議 長 はい、ありがとうございます。 

 全員賛成です。議案第３号、番号２は、許可相当とし、付すべき条件なしとして意見決定と

いたします。 

 次に、番号３について事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局長 番号３について説明します。 

 転用者は、議案書のとおりです。申請地「原水字中尾上２９１１番１」外１５筆、地目「畑」、

転用面積「１８,２９１㎡」。転用目的は、「病院」であります。 

 土地利用計画につきましては、参考資料の一番最後のページをお開きください。ちょうど入

り口、土地利用計画については、国道５７号と一部接するという形をとられた計画になってお

ります。転用者は、２５年にわたり菊池、阿蘇地域の医療を担ってきており、その間医療の進

歩に併せて最新機器の導入をするために増改築を繰り返してきたため、駐車場が足りない状況

に追い込まれ、救急時の対応などにも影響を及ぼしている状況の中、先の熊本地震に最も必要

とされる医療施設として新しく病院を建て替えたいという計画をされ、アクセスが良く、敷地

面積も十分確保できることから本申請地を選定されたところでございます。 

 この案件につきましては、現地調査を３月３０日に実施しております。お手元に配付してお

ります現地調査の１１ページ、１２ページをお開きください。１１ページが現地調査のときの

模様の写真をつけております。撮影につきましては、申請時のほとんど北側のほうの里道から

すべて撮っとります。１２ページの網掛けが今回申請地の区域でございます。 

 それでは、配付しております農地転用許可申請に係る実質審査表の４条、５条をお開きくだ

さい。基準に照らした結果について説明いたします。 

 農地転用許可基準に基づく検討状況としまして、まず立地基準でございます。１０ｈａ以上
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の一団の農地の区域にある農地として、第１種農地として判断しました。 

 次に、一般基準についてでございます。一般基準は、検討する事項としまして、１、資力及

び信用から１０の法令協議までについて、該当のあるところについて検討を行い、特に不適当

となる項目はございませんでした。この案件は、第１種農地であり、原則転用不可であります

が、譲受人と菊陽町のあいだで雇用に関する協定が平成２９年３月１５日に結ばれていること

から、農業従事者の就業機会の増大に寄与する施設として認められるものであり、例外として

認めるものでございます。 

 よって、この案件につきましては、許可相当とし、付すべき条件なしとして判断しました。 

 以上で議案の朗読並びに説明を終わります。 

○議 長 はい、議案説明が終わりました。 

 ただいまの説明に関しまして、地元委員からの補足説明をお願いいたします。 

○９番委員 第３号議案の番号３について、９番委員が説明します。 

 申請地は、北側、南側は農地、東側は宅地、西側は宅地、道路で、１０ｈａ以上の農地の広

がりがある区域内農地でありますが、・・・が行われていなく、申請地の一部は、草木で、農地

としての利用ができてない状況であります。また、農業従事者の雇用につながるほか、問題な

いと思いますので、よろしくご審議をお願いします。 

○議 長 はい、議案朗読並びに説明が終わりました。 

 委員の方の質問並びに意見ございませんか。 

○１３番委員 一ついいですか。 

○議 長 はい。 

○１３番委員 菊陽町と雇用協定とか結べば、転用できるのですか。 

○事務局長 はい、今回は、場所がまず第１種農地、第１種農地というのは原則転用不可です。そ

の１種の中の不許可の例外規定がありまして、地元農家の雇用増大に資する施設と認められる

場合、１種の例外規定がございます。これは県のほうに確認しました。熊本県の運用としては、

町との協定が一つの例ですということがあって、今回町と譲受人とが企業誘致を担当する課が

主となり協定に至って、これが例外規定に合致した次第です。なので、町がどこでもその協定

を結ぶわけではないのですけが、話を聞くとやっぱり地域になくてはならない施設ということ

で、町としても協力するということになりまして、そういう運びになったようです。 

○議 長 それでは、議案第３号の番号３の案件について、賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議 長 はい、ありがとうございます。 

 全員賛成ということで、議案第３号の番号３は、許可相当とし、付すべき条件なしとして意

見決定といたします。 

 次に、議案第４号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による意見決定について」

を議題といたします。 
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 事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局長 はい、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項は、農地を効率的に利用する地域の担

い手に農地の利用集積を進めることを目的として法律で定められております。町が農地の権利

移動について計画を作成し、公告することにより、農地法の許可を受けることなく、農地の権

利の設定・移転が行われる仕組みであります。菊陽町長より平成２９年４月６日付けで農用地

利用集積計画についての意見決定を求められております。 

 それでは、議案書をご覧ください。今月は、利用権設定が９件、１２筆で３２,４０２㎡であ

ります。計画の要請の内容は、認定農業者・専業農家及びその関連による申請であり、経営面

積・農業従事日数など、農業経営基盤強化促進法第１８条３項の各要件を満たしているもので

あります。 

 以上で説明を終わります。 

○議 長 はい、ありがとうございます。 

 説明が終わりました。 

 しばらく時間をとりますので、担当委員の方、確認をお願いいたします。 

 はい、よろしいですか。それでは、委員の確認を終わりましたので、採決を行いたいと思い

ます。 

 第４号議案、１、利用権設定についての意見決定は、原案のとおり意見決定することに賛成

の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議 長 はい、ありがとうございます。 

 全員賛成ということで、原案のとおり意見決定することといたします。 

 次に、議案第５号、中間管理機構、農用地利用集積計画についてを議題といたします。 

 事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局長 議案第４号と同様に平成２９年４月６日付けで農地中間管理機構事業の農用地利用集

積計画についての意見の決定を求められております。 

 議案書のとおり譲受人が熊本県農業公社となっております。面積としましては、１件で１筆

２,９６５㎡になります。 

 以上で説明を終わります。 

○議 長 はい、何か質疑ございませんか。 

○事務局長 すみません、ちょっと補足を。 

○議 長 はい。 

○事務局長 すみません、借受人まで、これ中間管理機構なので、あいだに中間管理機構がたって、

また最終に借受人がいるのですけども、ちょっとそれ載せ忘れておりましたので、参考資料と

して議案第５号参考資料と１枚ものの紙がございます。それが、矢野様から中間管理機構が借

りて、中間管理機構から株式会社マルカマのほうが借入人ということになります。これをちょ



 －11－ 

っと載せ忘れておりました。 

○議 長 よろしいですか。それでは採決とりたいと思います。 

 第５号議案の農地中間管理機構事業の農用地利用集積計画について、意見決定を原案のとお

り決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議 長 はい、ありがとうございます。 

 全員賛成ということで、・・・。 

 続きまして、報告第１号について事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局長 はい、報告第１号につきましては、農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用

の届出でございます。 

 件数は１件で、申請地、転用目的は、議案書に記載のとおりでございます。添付書類も含め

て完備しておりましたので、申請書のほうを受理しております。 

 以上でございます。 

○議 長 はい、ありがとうございます。 

 報告第１号について、何か質疑ございませんか。 

（なしの声） 

○議 長 なければ、以上で報告第１号を終わります。 

 次に、報告第２号について説明をお願いいたします。 

○事務局長 報告第２号につきましては、農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出で

ございます。 

 件数は６件でございます。申請地、転用目的は、議案書に記載のとおりでございます。添付

書類も含めて完備しておりましたので、申請書類のほう受理しております。 

 以上でございます。 

○議 長 はい、ありがとうございます。 

 報告２号について、質疑ございませんか。 

（なしの声） 

○議 長 なければ、報告２号を終わりたいと思います。 

○議 長 最後に報告第３号について説明をお願いいたします。 

○事務局長 報告第３号は、農地改良届出でございます。 

 申請書は、議案書の記載のとおりでございます。申請地は「辛川字平ノ上２３１５番」外３

筆でございます。地目は「畑」、面積合わせまして「５,９１３㎡」でございます。転用目的は

「盛土」でございます。施工業者は「北陽建設」、工事完了予定は「平成３０年３月」の完了予

定でございます。 

 場所につきましては、現地調査写真の１４ページの網掛けの部分でございます。 

○議 長 はい、以上で本日の議事は終了いたします。皆さん大変お疲れ様でした。 
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－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午後４時３０分 



 －13－

本案は顛末相違ないことを認め、ここに署名します。 
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