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焼津市農業委員会 4月総会議事録 
 

１ 日時 

令和 2年４月 17日（金）午後 2時 00分 ～ 午後 3時 10分 

２ 場所 

焼津市役所会議室等 101号室 

３ 委員の出欠 

議席 氏名 出欠 議席 氏名 出欠 議席 氏名 出欠 

1 石野 惠一 ○ 8 山下 早苗 ○ 15 村田 忠夫 ○ 

2 八木 榮志 ○ 9 石田 芳雄 ○ 16 横山 文哉 ○ 

3 塩澤 智明 ○ 10 加茂 隆史 ○ 17 鈴木 孝治 ○ 

4 小長谷 鈴枝 ○ 11 松田 肇 ○ 18 石原 諭 ○ 

5 柗村 輝夫 ○ 12 深津 三郎 ○ 19 藁科 光生 ○ 

6 杉本 芳郎 ○ 13 桜井 亮平 ○ 

7 村松 章 ○ 14 村松 達雄 ○ 

４ 事務局出席者 

局長  鈴木文彦  係長 今福肇  主査 岡藤香  事務員 清水健太郎 

５ 議事日程 

報告第 1号 農地法第 3条の 3第 1項の規定による届出の専決受理について 

第 2号 農地法第 4条第 1項第 8号の規定による届出の専決受理について 

第 3号 農地法第 5条第 1項第 7号の規定による届出の専決受理について 

第 4号 農地の利用目的変更届出について 

第 5号 買受適格者証明書交付後の農地法第 3条の規定による許可について 

第 6号 農地法第 18条第 6項の規定による賃貸借の合意解約について 

第 7号 農地中間管理事業に係る農用地利用配分計画の認可通知について 

第 8号 転用等確認について 

議案第 1号 農地法第 3条の規定による許可について 

第 2号 農地法第 5条の規定による許可後の事業計画変更承認申請について 

第 3号 農地法第 5条の規定による許可について 

第 4号 農用地利用集積計画の決定について 
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事務局 

 

開会に先立ちまして、委員の出席状況を報告します。 

総員 19名中、ただ今の出席委員は、19名です。よって、農業委員会等に関す

る法律第27条第3項の規定により委員の過半数が出席していますので本総会は成

立しています。 

議長 定刻になりましたので、ただ今から令和 2年 4月総会を開会します。それでは

初めに、本日の議事録署名人を指名します。9番石田芳雄委員、10番加茂隆史委

員の両名にお願いします。それでは報告事項から始めます。 

報告第 1号から報告第 8号までを一括して議題といたします。事務局の説明を

求めます。 

事務局 【報告第 1号から報告第 8号までを朗読】 

議長 説明が終わりました。質疑を許します。質疑はありませんか。 

【質疑なし】 

質疑を打ち切ります。お諮りします。報告第 1号から報告第 8号までを承認す

ることにご異議ありませんか。 

【異議なし】 

異議なしと認め、報告第 1号から報告第 8号までは、承認することに決定しま

した。 

続きまして、議事に入ります。 

議案第 1号、農地法第 3条の規定による許可についての番号 4について審議を

いたします。事務局の説明を求めます。 

事務局 【議案第 1号番号 4を朗読後、説明】 

申請地は、東益津小学校より北東へ約 800ｍに位置している市街化調整区域内

の農地です。 

申請地は、譲受人が居住している自宅から車で 12分ほどの場所にあり、譲受人

がキャベツや大根の野菜畑として耕作管理することから、今般の申請に及んだも

のであります。申請地の耕作方法は現状と同様であり、周辺農地の農業上の利用

に影響を及ぼすことはありません。 

経営面積、農機具等の保有状況については問題なく、事務局判断では、許可相

当に該当する案件であると考えます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議長 それでは東益津地区担当委員から、現地調査の結果と補足説明をお願いします。 

推進委員 

増岡 

ただいま事務局より詳細な説明があった通りでございます。場所は 150号線バ

イパスを静岡の方へ向かうとガソリンスタンドがあります。そこの信号からもう

ひとつ静岡寄りに行った信号機を左に曲がり 50から 70ｍほど行ったところです。

現在梅も少し植わっています。東側は畑、南側は水路と農道、西側は宅地、北側

は道路です。4月 7日に地区委員 4名で現地確認に行きましたが、特に日照も問

題なく水路も問題なしと確認しました。しいて言えばのり面と道路と畑になって

いる部分が水がたくさんでますと排水が悪いかなと思います。そこで排水路を作

ったらいいんじゃないかということで要望しました。他には特に問題ないと思わ

れます。皆さんのご審議をよろしくお願いします。 
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議長 

 

説明が終わりました。質疑を許します。質疑はありませんか。 

【質疑なし】 

質疑は無いようですので、質疑を打ち切ります。お諮りします。議案第 1号、

番号 4を許可することにご異議ありませんか。 

【異議なし】 

異議なしと認め、議案第 1号、番号 4は許可することに決定しました。 

引き続きまして議案第 2号、農地法第 5条の規定による許可後の事業計画承認

申請について及び議案第 3号、農地法第 5条の規定による許可については関連す

る議案もありますので一括して審議をいたします。それでは、議案第 2号番号１

及び議案第 3号番号１について事務局の説明を求めます。 

事務局 【議案第 2号番号 1及び議案第 3号番号 1を朗読後、説明】 

本件は、関方の農地 129㎡について、当初計画者が昭和 45年 11月 25日付けで

農地法第 5条の許可をとり、住宅敷地として建築する予定でしたが、資金不足に

より計画を実施できませんでした。その後、平成 16年に現所有者が相続で取得し

ましたが、当該地に住宅を建築する予定もなく、管理も難しくなってきたため、

今般、申請地を譲渡したく本申請に及んだものです。 

承継者においては、現在、焼津市内で「とび・土木工事業」を営んでいます。

申請地の近くに作業場兼倉庫がありますが、駐車場が不足しており、他の土地も

あったが、条件に見合う土地が見つからず、申請地にたどりつき、今般、駐車場

4台分を確保したく本申請に及んだものです。 

申請地の場所は、焼津病院から南東へ約 700ｍに位置している、第 3種に該当

する農地です。申請地の東側は宅地、西側は農地、南側は雑種地、北側は道路で

あります。 

審査したところ、本案件は、第 3種農地でありますので、一般基準をみたせば

許可となります。周辺農地への影響も軽微であると判断できることから、事務局

判断では、許可相当に該当する案件であると考えます。ご審議のほど、よろしく

お願いいたします。 

議長 それでは東益津地区担当委員から、現地調査の結果と補足説明をお願いします。 

地区委員 

  5番 

7日に現地調査を行いました。現状は写真を見てわかるとおり最低限の管理を

している状態です。この状態でおくよりも駐車場で使用される方が適切な使い方

かなと判断しました。周辺は両側とも宅地となっていますので農地への影響はほ

とんどないと思われます。みなさまのご審議をよろしくお願いします。 

議長 

 

説明が終わりました。質疑を許します。質疑はありませんか。 

【質疑なし】 

質疑は無いようですので、質疑を打ち切ります。お諮りします。議案第 2号、

番号 1を承認し議案第 3号番号 1を許可することにご異議ありませんか。 

【異議なし】 

異議なしと認め、議案第 2号、番号 1を承認し議案第 3号番号 1を許可するこ

とに決定しました。 

次に、議案第 2号、番号 2及び議案第 3号番号 3について審議をいたします。
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事務局の説明を求めます。 

事務局 【議案第 2号番号 2及び議案第 3号番号 3を朗読後、説明】 

本件は、大住の農地 487㎡について、当初計画者が昭和 48年 7月 25日付けで

農地法第 5条の許可をとり、賃貸住宅敷地として建築する予定で造成工事を行い

ましたが、その年に他界してしまったため、賃貸住宅建築の計画が立たず、相続

を受けた譲渡人は遠隔地に居住しており当初の計画を実行できず現在に至りま

す。今般、申請地を譲渡したく本申請に及んだものです。 

承継者においては、現在、市内のアパートに居住しておりますが、手狭になっ

たため、市内で建築可能な土地を探して自己住宅を建築したく本申請に及んだも

のです。 

申請地の場所は、中新田配水場から北へ約 1,000ｍに位置している、第 1種に

該当する農地です。申請地の東側は雑種地、西側は田、南側は宅地、北側は水路

及び道路であります。 

審査したところ、本案件は、第 1種農地の不許可の例外規定であります「にじ

み出し」に該当する案件であり、転用面積は適当であり、周辺農地への影響も軽

微であると判断できることから、事務局判断では、承認及び許可相当に該当する

案件であると考えます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議長 それでは大富地区担当委員から、現地調査の結果と補足説明をお願いします。 

推進委員 

鈴木 

ただいま事務局から詳しい説明がありましたとおりで、かつて知り合いの勧め

もあり当該地を求め、定年後は焼津に住む予定でしたが、病気療養となり故人と

なってしまい相続人に譲渡したようです。相続人はすでに住居があり遠隔地でも

あり勤めを変えて焼津に来ることもできずやむを得ず売却することになりまし

た。譲受人は現在アパート住まいで自己住宅を建てたいと購入することになりま

した。現地の北は道路、西は田、南と東は宅地と雑種地になっています。なお周

囲の問題もなく許可相当と判断しました。 

議長 

 

説明が終わりました。質疑を許します。質疑はありませんか。 

【質疑なし】 

質疑は無いようですので、質疑を打ち切ります。お諮りします。議案第 2号、

番号 2を承認し議案第 3号番号 3を許可することにご異議ありませんか。 

【異議なし】 

異議なしと認め、議案第 2号番号 2を承認し、議案第 3号番号 3は許可するこ

とに決定しました。 

次に、議案第 3号、農地法第 5条の規定による許可についての番号 2について

審議をいたします。事務局の説明を求めます。 

事務局 【議案第 3号番号 2を朗読後、説明】 

本件は、中根の農地 87㎡について、資材置場・作業場敷地に転用したいという

申請であります。 

譲受人は、兄と造園業を営んでおりますが、出荷前の植木・庭木の仮植えの資

材置場及び剪定等の作業場の確保に苦心しておりました。当該地は、申請者自宅

の隣接地であるため、造園業の資材置場及び作業場として使用したく、今般の申
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請に及んだものです。 

申請地の場所は、黒石小学校より南西へ約 600ｍに位置している、第 3種に該

当する農地です。申請地の東側及び北側は宅地(進入路)、西側は農地、南側は申

請者所有農地であります。 

なお、農地として利用されていないため、経緯及び始末書の提出があります。 

審査したところ、本案件は、第 3種農地でありますので、一般基準をみたせば

許可となります。周辺農地への影響も軽微であると判断できることから、事務局

判断では、許可相当に該当する案件であると考えます。ご審議のほど、よろしく

お願いいたします。 

議長 それでは大富地区担当委員から、現地調査の結果と補足説明をお願いします。 

推進委員 

増田 

ただ今のご説明のとおりですが、当地は昭和 38年の土地改良において換地とし

て処分がありまして昭和 51年に父が相続しましたが、祖父も父もすでに亡くなっ

ており、手続きを怠っていたため今申請するものです。写真を見てもどこからど

こまでとはっきりわかりませんが 4月 8日に現地確認をし、やむを得ず許可相当

と判断しました。 

議長 

 

説明が終わりました。質疑を許します。質疑はありませんか。 

【質疑なし】 

質疑は無いようですので、質疑を打ち切ります。お諮りします。議案第 3号、

番号 2を許可することにご異議ありませんか。 

【異議なし】 

異議なしと認め、議案第 3号、番号 2は許可することに決定しました。 

引き続き議案第 3号、番号 4について審議をいたします。事務局の説明を求め

ます。 

事務局 【議案第 3号番号 4を朗読後、説明】 

本件は、大住の農地 299㎡について、分家住宅敷地に転用したいという申請で

あります。 

申請者は現在、市内のアパートに子供二人と仮住まいをしておりますが、今後

の子供の成長のことを考えると、現在のアパートでは手狭で不便であるため、今

般、祖父所有の当該申請地に住宅を新築したく本申請に及んだものです。 

申請地の場所は、ＪＡ大井川大富支店より北西へ約 800ｍに位置している、第 3

種に該当する農地です。申請地の東側は宅地及び畑、西側は宅地、南側は道路及

び水路、北側は宅地であります。 

審査したところ、本案件は、第 3種農地でありますので、一般基準をみたせば

許可となります。周辺農地への影響も軽微であると判断できることから、事務局

判断では、許可相当に該当する案件であると考えます。ご審議のほど、よろしく

お願いいたします。 

議長 それでは大富地区担当委員から、現地調査の結果と補足説明をお願いします。 

推進委員 

鈴木 

今詳しく説明があったとおりでこの土地は申請者が孫になるわけですが、現在

アパート住まいで手狭になったため分家住宅を建てたいということです。実家の

近くです。畑で野菜作りをしていましたが高齢になったことまた周りは住宅地に
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なってしまったことから、贈与し住宅にするということです。現地の南側は道路、

他は住宅地になっています。水路等の問題もなく許可相当としました。ご審議の

ほどよろしくお願いします。 

議長 

 

説明が終わりました。質疑を許します。質疑はありませんか。 

【質疑なし】 

質疑は無いようですので、質疑を打ち切ります。お諮りします。議案第 3号、

番号 4を許可することにご異議ありませんか。 

【異議なし】 

異議なしと認め、議案第 3号、番号 4は許可することに決定しました。 

引き続き議案第 3号、番号 5について審議をいたします。事務局の説明を求め

ます。 

事務局 【議案第 3号番号 5を朗読後、説明】 

本件は、三右衛門新田の農地 298㎡について、分家住宅敷地に転用したいとい

う申請であります。 

申請人夫妻は、現在市内の借家に居住しておりますが、将来を見据えてなるべ

く早く住宅を建築したいと考え、申請人の実家の近くで住環境も良く、父が所有

する申請地を借り受け、住宅を建築したく本申請に及んだものです。 

申請地の場所は、黒石小学校より南西へ約 500ｍに位置している、第 3種に該

当する農地です。申請地の東側及び南側は農地、西側は宅地、北側は水路及び道

路であります。 

審査したところ、本案件は、第 3種農地でありますので、一般基準をみたせば

許可となります。周辺農地への影響も軽微であると判断できることから、事務局

判断では、許可相当に該当する案件であると考えます。ご審議のほど、よろしく

お願いいたします。 

議長 それでは大富地区担当委員から、現地調査の結果と補足説明をお願いします。 

推進委員

鈴木 

申請者夫婦はかねてよりアパートが手狭であったため両親に相談したところ土

地をかりて申請に及んだ次第です。当該地の場所は 150号線沿いのファミリーレ

ストランのある交差点から西へ 200ｍくらい行ったところにお米屋さんがありま

してそのすぐ隣のところを宅道として利用し南に入ったとこです。雑排水につい

ては宅道をとおり水路へ排水されるようです。農地に与える影響は軽微と思われ

許可相当と判断しました。ご審議のほどよろしくお願いします。 

議長 

 

説明が終わりました。質疑を許します。質疑はありませんか。 

【質疑なし】 

質疑は無いようですので、質疑を打ち切ります。お諮りします。議案第 3号、

番号 5を許可することにご異議ありませんか。 

【異議なし】 

異議なしと認め、議案第 3号、番号 5は許可することに決定しました。 

引き続き、議案第 3号、番号 6について審議をいたします。事務局の説明を求

めます。 

事務局 【議案第 3号番号 6を朗読後、説明】 
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本件は、大島の農地 452㎡について、駐車場敷地に転用したいという申請であ

ります。 

譲受人は、檀家数 132を持つ寺院ですが、寺院専用の駐車場がなく、葬儀や法

事の際は大変不便をしておりました。今般、寺院近くの申請地を駐車場として使

用したく、今般の申請に及んだものです。 

申請地の場所は、栃山川自然公園より南へ約 400ｍに位置している、第 3種に

該当する農地です。申請地の東側及び西側は宅地への進入路、南側は道路、北側

は水路であります。 

審査したところ、本案件は、第 3種農地でありますので、一般基準をみたせば

許可となります。周辺農地への影響も軽微であると判断できることから、事務局

判断では、許可相当に該当する案件であると考えます。ご審議のほど、よろしく

お願いいたします。 

議長 それでは大富地区担当委員から、現地調査の結果と補足説明をお願いします。 

推進委員 

小長谷 

 事務局から詳しく説明があった通りです。4月 8日に地区委員全員で現地確認

をしました。その際にお寺も見させていただきました。現地は大島体育館から西

へ約 200ｍ行ったところです。南は幹線道路、東はお寺の参道、西は譲渡人の宅

道、北が水路です。お寺の参道は小型の普通車が入れるくらいの幅で、お寺の敷

地内には車をＵターンするスペースもなくまた駐車場もありませんでした。申請

地を駐車場に転用しても他の農地への影響も少ないだろうと地区審査では許可相

当としました。ご審議のほどよろしくお願いします。 

議長 

 

説明が終わりました。質疑を許します。質疑はありませんか。 

【質疑なし】 

質疑は無いようですので、質疑を打ち切ります。お諮りします。議案第 3号、

番号 6を許可することにご異議ありませんか。 

【異議なし】 

異議なしと認め、議案第 3号、番号 6は許可することに決定しました。 

引き続き、議案第 3号、番号 7について審議をいたします。事務局の説明を求

めます。 

事務局 【議案第 3号番号 7を朗読後、説明】 

本件は、宗高の農地 1,179㎡について、駐車場敷地に転用したいという申請で

あります。 

申請人は、水産物の輸出入、加工販売、冷蔵倉庫業を営む法人です。申請地の

隣接する土地は、申請者の工場敷地であり、今般、業務拡張により申請地を大型

車 7台、普通車 6台の駐車場として確保したく、本申請に及んだものです。 

申請地の場所は、大井川グランリバーより南東へ約 400ｍに位置している、第 3

種に該当する農地です。申請地の東側は道路、西側及び北側は水路及び宅地、南

側は水路及び道路であります。 

審査したところ、本案件は、第 3種農地でありますので、一般基準をみたせば

許可となります。周辺農地への影響も軽微であると判断できることから、事務局

判断では、許可相当に該当する案件であると考えます。 
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ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議長 それでは静浜地区担当委員から、現地調査の結果と補足説明をお願いします。 

地区委員 

6番 

 事務局から説明があったとおりです。グランリバーから大井川庁舎へ向かう途

中になります。譲受人はマグロなどの加工をやっている会社でありまして、今の

状況ですと車が貯まると道路に大型車が待機している状態でけっこう危ないとい

うこともありまして駐車場を拡大したいと、地主と話が決まり申請になりました。

申請地は前から耕作放棄地になっており、農業上の周りへ与える影響はほとんど

ないと考えました。ただ東側の側面の道路側溝に前々から草が生えていましたの

で、地区審査会でヒアリングを行い管理についてお願いしておきました。みなさ

まのご審議のほどよろしくお願いします。 

議長 

 

説明が終わりました。質疑を許します。質疑はありませんか。 

【質疑なし】 

質疑は無いようですので、質疑を打ち切ります。お諮りします。議案第 3号、

番号 7を許可することにご異議ありませんか。 

【異議なし】 

異議なしと認め、議案第 3号、番号 7は許可することに決定しました。 

引き続き議案第 3号、番号 8について審議をいたします。事務局の説明を求め

ます。 

事務局 【議案第 3号番号 8を朗読後、説明】 

本件は、下江留の農地 817㎡について、駐車場敷地に転用したいという申請で

あります。 

申請人は、土木建設業を営む法人です。本社は焼津市内の 150号線沿いで、申

請地は本社から近く、事業拡張に伴い人員を増やしたいため、従業員用の駐車場

に苦慮しております。今般、申請地を従業員用（20台分）の駐車場として確保し

たく、本申請に及んだものです。 

申請地の場所は、大井川グランリバーより南西へ約 500ｍに位置している、第 3

種に該当する農地です。申請地の東側は別件農地法 5条許可申請中の農地（田）、

西側は水路、南側は水路、北側は道路であります。 

審査したところ、本案件は、第 3種農地でありますので、一般基準をみたせば

許可となります。周辺農地への影響も軽微であると判断できることから、事務局

判断では、許可相当に該当する案件であると考えます。ご審議のほど、よろしく

お願いいたします。 

議長 それでは相川地区担当委員から、現地調査の結果と補足説明をお願いします。 

地区委員 

15番 

ただいま事務局の方から説明がありましたとおり、譲受人は土木をメインとし

て多方面に事業を展開しています。最近事業拡張により従業員を増やしたい、車

の置く所がないということで候補地を探していたようですが、今回譲渡人と話が

成立し申請に及んだようです。事務所から駐車場までは若干距離がありますが、

他に適当な場所がないということです。場所は大井川西小学校へ抜ける道がある

のですが途中に相川の郵便局がありその付近です。現場の確認の結果は申請地を

駐車場にすることによって他の農地へ影響を与えることも少ないということで地
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区審査会では許可相当と判断しました。よろしくお願いします。 

議長 

 

説明が終わりましたので質疑を許します。質疑はありませんか。 

【質疑なし】 

質疑は無いようですので、質疑を打ち切ります。お諮りします。議案第 3号、

番号 8を許可することにご異議ありませんか。 

【異議なし】 

異議なしと認め、議案第 3号、番号 8は許可することに決定しました。 

次に議案第 4号、農用地利用集積計画の決定について議題とします。本議案に

関係する村松達雄委員、鈴木保一委員につきましては本議案の採決が終わるまで

退席を求めます。 

【退席】 

それでは、事務局の説明をお願いします。 

事務局 <議案の朗読・説明> 

以上の計画申請の内容は、経営面積、従事日数など、農業経営基盤強化促進法

第 18条第 3項の各要件を満たしているものと考えます。ご審議のほどよろしくお

願いします。 

議長 

 

 

説明が終わりました。質疑を許します。質疑はありませんか。 

【質疑なし】 

質疑は無いようですので、質疑を打ち切ります。お諮りします。議案第 4号、

農用地利用集積計画を原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

【異議なし】 

異議なしと認め、議案第 4号は原案のとおり決定しました。それでは村松委員

と鈴木委員の入室をお願いします。 

【着席】 

以上で、本日の議事並びに報告事項はすべて終了しました。ご協力ありがとう

ございました。以上をもちまして、令和 2年 4月総会を閉会します。 

 

 


