
1  

 

焼津市農業委員会 5月総会議事録 
 

１ 日時 

令和 2年 5月 17日（金）午後 1時 45分 ～ 午後 2時 45分 

２ 場所 

焼津市役所本庁 603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  主事 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 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 6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 4条の規定による許可について 

第 3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 4号 農地法第 5条の規定による許可について 

第 5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、10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 5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。3番塩澤智明委員、19番藁科光生委

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 6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 6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 6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 6号までは、承認することに決定しま

した。 

続ききまして、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」から 

「議案第 5号、農用地利用集積計画の決定について」までを 

一括して議題とします。 

それでは、事務局の説明を求めます。 

事務局 【議案第 1号番号 5を説明】 

 申請地は、中新田配水場より南西へ約 600ｍに位置している市街化調整区域内

の農地です。本申請地は、譲受人が所有している農地の隣接地であり、農業の効

率化のために申請に及んだものであります。 

 

【議案第 1号番号 6及び番号 7を説明】 

次に、許可の番号 6と番号 7については、関連する議案でありますので、一括

して説明します。 

申請地はともに、和田小学校より北東へ約 600ｍに位置している市街化区域内

の農地です。申請地は、互いの譲渡人及び譲受人が所有している自己所有農地と

近距離にあり、それぞれ一体として利用できることから、農業の効率化のために

今般の申請に及んだものであります。 

 

【議案第 1号番号 8を説明】 

申請地は、大井川港より西へ約 600ｍに位置している市街化区域内の農地です。 

申請人は、取得する農地においてイチジクなど果樹等の試験栽培を行ったうえで、

県中部に適した品目の選定を行いたく、本申請に及んだものです。 
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【議案第 1号番号 9を説明】 

申請地は、大井川南小学校より北東へ約 500ｍに位置している市街化調整区域

内の農地です。本申請地は、譲受人が耕作管理する農地の近距離にあり、農業の

規模拡大のために申請に及んだものであります。 

 

以上、番号 5から番号 9までの案件につきましては、周辺農地の農業上の利用

に影響を及ぼすことはなく経営面積、農機具等の保有状況についても問題なく、

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。 

 

【議案第 2号番号 1説明】 

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。申請地の東側は雑種地(進入路)、西側は農地、南側は道路、北

側は雑種地（先月案件の 5条許可済地）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。 

 

【議案第 2号番号 2を説明】 

申請地は、ＪＡ経済連より東へ約 300ｍ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農業用施設用地、南側は水路、北側は宅地であり

ます。 

なお、農地として利用されていないため、始末書の提出があります。 

 

番号 1及び番号 2について審査したところ、ともに第 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。 

 

【議案第 3号番号 3及び議案第 4号番号 10を説明】 

申請地は、航空自衛隊静浜基地から北へ約 600ｍに位置している、第 1種に該

当する農地です。申請地の東側は田、西側及び北側は道路、南側は宅地でありま

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。 

 

【議案第 4号番号 9を説明】 

申請地は、東名高速道路焼津インターチェンジ出入口より北西へ約 600ｍに位

置している、第 3種に該当する農地です。 

申請地の東側は駐車場、西側は宅地、南側は水路、北側は道路であります。 
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【議案第 4号番号 11を説明】 

申請地は、航空自衛隊静浜基地 東端より北へ約 300ｍに位置している、第 3種

に該当する農地です。 

申請地の東側は田、西側は宅地、南側は田、北側は道路であります。 

 

【議案第 4号番号 12を説明】 

申請地の場所は、大井川港より北西へ約 1,000ｍに位置している、第 3種に該

当する農地です。 

申請地の東側は田、西側及び南側は道路、北側は水路であります。 

 

【議案第 4号番号 13を説明】 

申請地は、大井川港より北西へ約 800ｍに位置している、第３種に該当する農

地です。 

申請地の東側は水路、西側は田及び道路、南側及び北側は水路であります。 

 

【議案第 4号番号 14を説明】 

申請地は、大井川グランリバーより西へ約 500ｍに位置している、第 3種に該

当する農地です。申請地の東側は水路、西側は先月農地法 5条許可済みの農地

（田）、南側は水路、北側は道路であります。 

 

審査したところ、番号９及び番号 11から番号 14までは、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、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。 

 

【議案第 5号説明】 

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。 

 

以上、一括して説明させていただきました。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議長 次に、各地区の担当委員から各議案について、一括して現地調査の結果並びに補

足説明をお願いします。 

はじめに「焼津地区」担当委員からお願いします。 

地区委員 

19番 

【議案第 4号番号 9について】 

譲受法人は東名焼津インター焼津森線が新東名に向かって約 400ｍ右側に位置

しています。焼津森線が 4車線化に伴い収用されるため駐車場を確保したいとい

うことです。申請田は西が宅地、北が公道、東側は当社敷地、南は水路、当社敷

地となっています。この田以外の農地は全くなく影響は全くないと考えます。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 次に「大富地区」担当委員からお願いします。 
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地区委員 

 9番 

【議案第 1号番号 5について】 

現地調査に行った時に譲受人と話をすることができました。おじいさんの代に

分筆し相続したらしい。それからずっと譲受人が作っていて現在も耕作している。

譲受人は機械も揃っていてしっかり耕作しており問題ないとし許可相当としまし

た。審議のほどお願いします。 

議長 次に「和田地区」担当委員からお願いします。 

地区委員 

7番 

【議案第 1号番号 6、7について】 

番号 6番と 7番は関連していまして、土地の交換と、双方とも住宅に近い形で

交換するということです。農地の有効利用を図るということになります。面積は

108㎡と 100㎡とで若干違いますが。議案 6の譲渡人のお父さんが前々から交換

するという話があったのですが、なかなか生きている間はできずに、ようやく申

請人が相続してから交換となりした。譲受人も高齢でありまして早いうちに交換

するということで許可申請となりました。 

議長 「大富地区」の残りの議題について補足説明をお願いします。 

地区委員 

 9番 

【議案第 2号番号 1について】 

この場所は三右衛門新田の自動車学校のすぐ南側に位置します。手前の道から

入って行って、今回の申請地が道の一番手前です。昭和 59年に相続して初めから

造成してありマキなど庭木が植わっていました。こちらの方、父の代からやって

いて農地法の手続きを知らなくて申し訳ないということで始末書が出ています。

南側が道路、東と北側が雑種地、西側が農地ということで周りへ与える影響は無

いと思い許可相当としました。ご審議のほどお願いします。 

 

【議案第 3号番号 3、議案第 4号番号 10について】 

もうひとつ議案第 3号番号 3と議案第 4号番号 10は関連しています。この場所

は大島体育館を東へ和田方面に向かったところで 7、800ｍ行ったところに鉄工所

があるのですが、その間 100ｍくらい南に行った農道の交差点です。こちらの当

初計画者は昭和 50年の 2月 18日に 5条の申請許可をとって当初計画していたの

ですが、風呂桶の製造卸業で、風呂桶の木を乾かす場所として倉庫として使用し

ていたのですが、平成 15年に倉庫を撤去し管理のみをしていましたが、平成 28

年に亡くなり娘さんが相続したということです。静岡に住んでいて管理もなかな

か大変なものですから、今回譲受人に売るということです。譲受人は奥さんの親

と同居したり、子どもが免許をとって車の台数も多くなるということで、広いと

ころを求めていたところでここが一致したということです、北側は道路、西側も

道路、南側宅地で東側が農地です。現地調査の結果周りへ与える影響は少ないと

思い許可相当としました。ご審議のほどお願いします。 

議長 「和田地区」の残りの議題について補足説明をお願いします。 

地区委員 

7番 

【議案第 4号番号 11を説明】 

場所はパチンコ屋のすぐ近くでして公会堂の東側にあたる土地であります。 

譲渡人がお父さんになりますが、現在大住の方に息子さんが住んでいます。今回

お父さんの土地を借りて 299㎡を分家住宅用地として使用貸借するということで
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す。第 3種農地でありまして、周辺の農地はお父さんの土地ですから周辺への影

響はないと考え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 次に「吉永地区」担当委員からお願いします。 

地区委員 

11番 

【議案第 1号番号 8を説明】 

これは菊川市の法人が農地を購入するという案件です。いろいろ疑問があった

ものですからヒアリングをさせていただきました。その中で問題点というか疑問

点が解決しましたので報告します。この地域は市街化区域であります。一般的に

考えて市街化区域の土地をなぜ買うかということと、菊川市に大規模なトマトの

圃場があるのですがそこからの距離が 30キロ、時間にして車で 50分かかるとい

うことで、経済的に考えて割に合わないのではと疑問に思いました。譲渡人は譲

受法人の役員をしたということで会社に貢献したということで法人としては農業

関係の会社ですから購入すると。そこについては先ほど事務局から説明があった

とおり、許可を得た次の段階で畑地化して新しい作物の試験栽培をやりたいとい

うことです。農地として使うので周辺への影響考えられないですし許可相当とし

ました。 

【議案第 1号番号 9を説明】 

9番の農地の贈与の件ですが、譲渡人から譲受人へ農地を贈与するということ

ですが、お二人は義理の兄弟ということです。譲受人の兄弟が譲渡人の夫にあた

るようで、その方が亡くなり譲渡人名義になっているそうです。農用地ですから

私たちも現場を見ましたが、農地としての利用しか考えないということ、農地を

持て余して返すということかと思います。譲受人の奥さんも農作業しますし、ま

た農繁期は手伝いも来るということで問題ないと考え地区審査では許可相当とし

ました。 

 

【議案第 4号番号 12を説明】 

これは太陽光発電施設に関わる所有権移転の案件です。飯渕の筆ですが譲受法

人に譲渡するというものです。この法人はこれまでのいくつかの案件で出てきて

いますし一応問題ないと判断させていただきました。この土地は三方が道路と水

路、それから唯一南側は農地に接しているのですが譲渡人の農地ですので周りへ

の影響は考えられないし、地区審査としては許可相当としました。 

 

【議案第 4号番号 13を説明】 

譲受法人が譲渡人の土地を資材置場として利用したいということで所有権移転

したいということです。手前が道路なんですが道路を挟んで譲受人の自宅兼資材

置場があります。そこが手狭ということで道を経た向かい側に新たに資材置場、

まあ解体業が主体のようですから、そういう作業現場が欲しいということで、川

沿いに面した三角の土地を求めたいということです。入口が狭いので我々も疑問

に思ったのですが、手作業で埋め立てをするということで事務局に説明があった

そうで、そのことについてはそういう説明なのでいたしかたないですし、こちら
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から特別注文を付けることもないので問題ないと判断しました。北側の農地につ

いては現在耕作放棄地でして、またここ一体は何年も前から荒れているところで

地域の方からも苦情が出ています。周辺農地への影響は考えられないと思い地区

審査では許可相当としました。 

議長 次に「相川地区」担当委員からお願いします。 

地区委員 

 15番 

【議案第 2号番号 2を説明】 

この案件は、平成 30年 3月に申請人が土地を買い受けて転用を始めたというこ

とですが、その間敷地の中の畑の上を駐車場として利用していたということです。

申請地の奥は申請人の販売所で野菜を売っているところがあります。この土地を

有効利用したいということで計画を練っていたようです。それで畑であることが

判明したため是正をするため今回の申請に及んだようです。写真にあるように工

事をしていまして、私が行った時もそういう状態で以前の様子を伺うことができ

なかったです。連休明けには工事も終了していました。もっと細かく言うと始末

書の中に都市計画課の方から隣接する道路は 4メートル以上ないとだめだよと指

導があったので指導に沿って工事をしていたそうです。改修工事を行ったという

ことでしたので地区審査としては許可相当としました。ご審議のほどお願いしま

す。 

 

【議案第 4号番号 14を説明】 

この案件は、3月に申請が出てきて 4月総会に諮りたいという件でした。これ

は犬のドッグランを開設したいと、こういう申請が初めてでしたので内容がさっ

ぱりつかめなくて、本人を呼んでヒアリングを 4月 10日に行いました。いろいろ

話を聞いた中でどういう内容でやるのですか、本来は商売に口を出すことはでき

ないのですが、どんなものですかとお伺いしました。その際の申請者の返事に曖

昧なところがあったので、それで大丈夫かとなり、地元の方に了解を取って細か

く説明して了解をもらったうえで申請したほうがいいですよと一時預かりの案件

としておりました。申請人は隣が 4月に駐車場で案件を出してきた会社の同じ系

列のようです。細かく言うと駐車場の経営する方とドッグランをやりたいという

人はご夫婦だったんですね。今日も来る途中確認してきたのですが、最初の駐車

場はまだ手を付けていませんし、おそらく一緒に工事するのかなと思っています。

いずれにしても私どもが心配するのは、許可して始めてみましたが、うまくいか

ず途中で放り出されてしまうと困るなということでヒアリングをしました。本来

は地元の役員さんや付近の住民の人に説明してくると、時期的に人を集めて説明

するのは難しい時でしたので、地元の主だった役員さんに説明し、その中で出て

きた問題に対し箇条書きにして文章を各地域に回覧したそうです。とくに反対の

意見は無かったということで、それ以上は口をはさめませんので地区審査では許

可相当としました。 

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。 

 

【質疑あり】 



8  

地区委員 

12番 

議案第 4号番号 13の資材置場への転用ですが、どこに車を停めて工事するので

しょうか。 

事務局 道路に土砂を積んだトラックを置いて、残土を入れ込み一輪車等で運んで盛土

してならして造成するようです。 

地区委員 

12番 

高さはどれくらい埋めるのですか。 

事務局 20センチくらいです。土手と同じくらいにするそうです。また法面にするみた

いです。行政書士を通じて工事期間について聞きましたが大丈夫だということで

す。 

地区委員 

12番 

なかなか大変な工事だと思いますよ。見た感じどうやって進めるのかなと。土

手の方にのり面で筋を付けるということですね。どういう使い方をするのか気に

なったものですから。 

議長 よろしいですか。 

地区委員 

12番 

はい。 

  ほかに質疑はありませんか。 

【質疑なし】 

これで質疑を打ち切ります。 

 

お諮りします。議案第 1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１号、番号 5は許可することに決定しました。 

 

次に、議案第１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１号、番号 6は許可することに決定しました。 

 

次に、議案第１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１号、番号 7は許可することに決定しました。 

 

次に、議案第１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１号、番号 8は許可することに決定しました。 

 

次に、議案第１号、番号 9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 9は許可することに決定しました。 

 

次に、議案第 2号、番号１を許可することにご異議ありませんか。 
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【異議なし】 

異議なしと認め、議案第 2号、番号１は許可することに決定しました。 

 

次に、議案第 2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 2号、番号 2は許可することに決定しました。 

 

次に議案第 3号、番号 3を承認し、議案第 4号、番号 10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 3を承認し、議案第 4号、番号 10を許可す

ることに決定しました。 

 

次に、議案第 4号、番号 9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 4号、番号 9は許可することに決定しました。 

 

次に、議案第 4号、番号 11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 4号、番号 11は許可することに決定しました。 

 

次に、議案第 4号、番号 12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 4号、番号 12は許可することに決定しました。 

 

次に、議案第 4号、番号 13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 4号、番号 13は許可することに決定しました。 

 

次に、議案第 4号、番号 14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 4号、番号 14は許可することに決定しました。 

 

次に、議案第 5号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 5号は、原案のとおり決定しました。 

 

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。 

以上をもちまして、令和 2年 5月総会を閉会します。 

 


