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焼津市農業委員会 6月総会議事録 
 

１ 日時 

令和 2年 6月 15日（月）午後 2時 00分 ～ 午後 2時 50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 〇 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 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 3号 農地法第 5条届出に係る買受適格証明書の交付について 

第 4号 農業用施設証明願について 

第 5号 農地法第 18条第 6項の規定による農地賃貸借の合意解約について 

第 6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 7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 非農地の判断について 

第 6号 農用地利用集積計画の決定について 

第 7号 令和元年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価について 

第 8号 令和 2年度の目標及びその達成に向けた活動計画について 
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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 6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、16番横山文哉委

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 7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 7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】 

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 7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 7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６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 10を説明】 

 申請地は、ＪＡ大井川育苗センターより北東へ約 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。 

 

【議案第 1号番号 11を説明】 

申請地は、東名高速大井川焼津藤枝スマートインターチェンジ下り線入口より

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 10及び番号 11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 3を説明】 

申請地の場所は、中新田配水場より南東へ約 500ｍに位置している、農振農用

地に該当する農地です。 
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申請地の東側は宅地、西側及び南側は農地（畑）、北側は雑種地であります。 

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。 

本案件について審査したところ、周辺農地への影響も軽微であると判断でき、

農振農用地ですが、農地法第 4条第 6項ただし書の規定により、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 4を説明】 

申請地は、東名高速大井川焼津藤枝スマートインターチェンジ上り線入口より

北西へ約 700ｍに位置している第 3種に該当する農地です。 

申請地の東側は畑、西側は道路、南側は宅地、北側は水路であります。 

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。 

本案件について審査したところ、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 4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 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及び雑種地、西側は水路及び道路、南側は雑種地、北側は

道路であります。 

審査したところ、他に代替地はなく、貸駐車場としての期間は令和 2年 12月末

までに現状に戻す予定であることから、変更はやむを得ないと判断し、事務局で

は、この計画変更は承認できるものと考えます。 

 

【議案第 3号番号 5及び議案第 4号番号 18説明】 

申請地の場所は、大井川南幼稚園から北西へ約 300ｍに位置している、第 1種

に該当する農地です。 

申請地の東側は水路、西側は宅地、南側は道路、北側は田であります。 

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 15を説明】 

申請地の場所は、中新田配水場より南東へ約 500ｍに位置している、農振農用

地に該当する農地です。 

申請地の東側は田、西側は、宅地及び雑種地、南側は水路、北側は道路であり

ます。 

本案件について審査したところ、周辺農地への影響も軽微であると判断でき、

農振農用地ですが、農地法第 4条第 6項ただし書の規定により、事務局判断では、
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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 16を説明】 

申請地の場所は、静岡福祉大学より北東へ約 400ｍに位置している、第 3種に

該当する農地です。 

申請地の東側及び西側は宅地、南側は宅地及び雑種地、北側は道路であります。 

 

【議案第 4号番号 17を説明】 

申請地の場所は、まんさいかん静浜より北西へ約 400ｍに位置している、第 3

種に該当する農地です。 

申請地の東側は宅地、西側は宅地及び水路、南側は田、北側は宅地及び水路で

あります。 

なお、一部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。 

 

【議案第 4号番号 19を説明】 

申請地の場所は、ＪＡ経済連より北西へ約 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及び中古車販売店駐車場、西側は畑及び宅地、南側は宅地、

北側は宅地及び進入路であります。 

なお、農地として利用されていないため、経過及び始末書の提出があります。 

 

【議案第 4号番号 20を説明】 

申請地の場所は、東名高速大井川焼津藤枝スマートインターチェンジ上り線入

口より北西へ約 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及び畑、西側は宅地、南側は雑種地、北側は畑及び宅地で

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。 

 

審査したところ、番号 16及び 17、番号 19及び 20については、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。 

 

【議案第 5号番号 1を説明】 

本件につきましては、令和 2年 5月 13日付けで焼津市長から当農業委員会へ、

議案に掲げる土地について「農地」に該当するか否かの判断を求められたもので

あります。 

番号 1の土地は、山林化しており、農地への復元が困難と認められるため、非

農地と判断することは問題ないと思われます。 
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【議案第 6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、別紙 一覧表の順番に現地調査の結

果並びに補足説明をお願いします。 

地区委員 

9番 

【議案第 1号番号 10について】 

北新田の田畑の件ですが、現状は耕作放棄地になっていまして、譲受人が購入

して田畑をやってくれるという話です。周辺農地への影響もなく、耕作放棄地は

無くなりますし良いと思います。みなさまの審議のほどお願いします。 

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 1号番号 11について】 

 譲渡人は体が不自由ということで長い間、譲受人に任せていた経緯がありまし

た。今回譲渡人は自分の将来のことを考えて、相続する人もいないし、誰かいい

人がいたら買ってもらいと思っていたようです。譲受人は以前から管理をしてい

た関係で、今般話がまとまったそうです。譲受人の所有地は 15,000㎡弱、借入地

は 6,200㎡ほどと面積もかなりあります。農機具や労力も確保してあるというこ

とで何ら問題ないと判断しました。よろしく審議のほどお願いします。 

議長 次に「大富地区」担当委員からお願いします。 

地区委員 

9番 

【議案第 2号番号 3について】 

場所は駿河西病院の道を挟んだ北側です。自宅の横に新たに農業用倉庫と事務

所を建築するための調査測量の結果、昭和 44年当時、申請人のお父さんが建築し

た元牛舎で現農業用倉庫の南側の角の一部、60㎝程度が畑に入っていたことが判

明し、整合性を確保するために申請に及んだということです。北側は畑、東側は

宅地、西・南側は分筆した畑です。現地調査並びに地区審査の結果、周囲に与え

る影響がないため許可相当としました。ご審議のほどお願いします。 

議長 「相川地区」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 

8番 

【議案第 2号番号 4について】 

この土地は申請人がコンビニを計画し予定地の造成をした際に、細長い農地 16

㎡が残ってしまったようです。この細長い農地を手続きしないまま通路として長

年使用していたため始末書の提出があります。この農地は細長い土地で利用価値

は通路以外には無いように思われますので、今後も通路として利用していきたい

そうです。調査の結果、やむを得ないと判断し許可相当としました。みなさまの

ご審議のほどよろしくお願いします。 

議長 次に「焼津地区」担当委員からお願いします。 

地区委員 

1番 

【議案第 3号番号 4について】 

この土地は平成 8年に 5条申請がありまして、変電所を建てるという申請でし

た。しかし一部が雑種地として残っています。現在、東名高速道路の乗り入れ道
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路の拡幅工事が行われていまして、一定期間この場所を駐車場として利用したい

という申請であります。近隣農地への影響もないということで許可相当としまし

た。ご審議のほどお願いします。 

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 2号番号 5及び議案第 4号番号 18について】 

この土地は当初計画者が昭和 44年当時、共同住宅を計画し許可を得ていまし

た。いざ実行しようとしたところ、地盤が悪く、このままでは経済的に収支が合

わないということでとん挫してたようです。その後、現所有者が相続しています。

今回、この土地を最近全国展開している建売住宅をする法人が購入して、3戸の

建売を販売をしたいと申請に及びました。4方向の内 3方向は問題ないのですが、

北側だけ農地に接しています。多少日照に影響が出るのは否めないのですが、過

去の経緯や現状草が伸び放題で一部駐車場として利用されている状態ですから、

総合的に判断すると致し方ないのかなと地区審査では判断いたしました。事業計

画や資金計画についても拝見しましたが問題なしと思われます。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。 

地区委員 

 9番 

【議案第 4号番号 15について】 

農業用機械の収納場所が不足しているために農業用の倉庫、事務所を建築する

ため、その接道を造成したいという申請です。現地調査の際に譲渡人と話をした

のですが、これまで倉庫の外に古い機械を置いていたため雨ざらし状態で、ぜひ

とも倉庫が狭いために新しく倉庫を建築したくその接道を造成したいということ

です。今後も安定した農業経営を目指していきたいということです。北側は道路、

東側は自分の田、西側は畑と宅地、南側は水路を経て自宅です。現地調査並びに

地区審査の結果、周りへの影響は無いと思い許可相当としました。皆様のご審議

のほどお願いします。 

【議案第 4号番号 16について】 

三和の中古車販売となっていた土地は、譲受人の所有地となっており、今回そ

の北側を買うということです。申請人は市内で土木水道事業を営んでいますが、

市立病院の建て替えの関係で代替地を探していたところ、話がまとまり申請に及

んだということです。北側は道路、南側は宅地・雑種地、東側は宅地、西側は宅

地です。地区審査の結果周りへの影響は無いと思い許可相当としました。皆様の

ご審議のほどお願いします。 

議長 次に「静浜地区」担当委員からお願いします。 

地区委員 

16番 

【議案第 4号番号 17について】 

申請地は昔大井川交番があったところの敷地の北側にあたります。譲受人は地

域で板金業を営んでおりまして資材置場が必要ということです。譲渡人は昔豆腐

屋をやっていた方の娘さんたちであります。この農地を管理するのは大変という

ことで申請に及んだそうです。地区審査で現地確認をしたところ、造成済みであ

りまして、トランポリンが置いてあったり別の目的で使われていたようですが現

在は撤去されています。始末書の提出もあります。また北西だけが農地と接して
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おりますが、畑としてしっかりと管理されていました。農業上周りに与える影響

は少ないと思われ許可相当としました。皆様のご審議のほどよろしくお願いいた

します。 

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 4号番号 19について】 

資材置場及び駐車場敷地に転用するという申請です。申請地は登記地目が田、

現況は造成済みの 785㎡です。焼津市三和に本社を置く法人が、福島市に住む譲

渡人から所有権を移し、資材置場及び駐車場にしたいということです。この地主

さんは福島市内で医者をされており、昨年 11月にお母さんから相続した土地だそ

うです。譲渡人は遠隔地に住むため管理は無理だということで、どなたかに管理

をお願いしたいなと思っていたころ、今般申請地の隣に事務所を置く法人が買う

ことになったことです。この企業は不動産コンサルティング、リフォーム、メン

テナンスなど手広く事業を展開しています。現地調査の結果、申請地は自動車販

売店と宅地に挟まれており、他に農地はなく特に問題はないと思われます。地主

さんからは違法転用のため始末書の提出があります。ご審議のほどよろしくお願

いします。 

地区委員 

 8番 

【議案第 4号番号 20について】 

この土地は、議案第 2号番号 4の通路敷地の転用案件と同じ所有者の土地です。

申請地の向かい側に鉄工所を営む法人の工場がありまして、以前から工場敷地が

狭く、従業員の駐車場確保に苦慮していたそうです。また出入り業者にも不便を

かけていたため、近くに土地を求めていたようです。現地調査で、譲受人が近く

に土地を持っている譲渡人に話を持ち掛けたことがわかりました。申請地はコン

ビニの跡地の裏側で、両端が宅地で、真中の 171㎡が農地として残っていました。

この土地と両端の土地を買いあげて駐車場にする申請です。また、申請地の両端

を造成するために埋め立ての土砂を一時、申請地の畑に置いたままであることが

わかりました。このため始末書の提出があります。周囲に農地はなく特に問題は

無いとして許可相当と判断しました。皆様のご審議のほどよろしくお願いします。 

地区委員 

 3番 

【議案第 5号番号 1について】 

所在地は先日の地区代表者会議に先立って、皆さんに現地調査を願ったところ

です。東益津の山の手会館近くの県道から高草山に 400～500ｍ入った道路沿いの

畑です。周辺は農地と山林の混在した場所ですが、農地のほとんどは未耕作地と

なっていまして、境界の分別もつかない状況です。もともとは茶畑だったと思わ

れます。所有者は高齢の女性で、今後も耕作の可能性は無いと思われることから、

このままの形で推移していくものと思われます。対象地は農地では無いと判断い

たしますけれども、皆様のご審議をお願いします。 

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】 

これで質疑を打ち切ります。 

 

 



8  

お諮りします。議案第 1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１号、番号 10は許可することに決定しました。 

 

次に、議案第１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１号、番号 11は許可することに決定しました。 

 

次に、議案第 2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 3は許可することに決定しました。 

 

次に、議案第 2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 2号、番号 4は許可することに決定しました。 

 

次に、議案第 3号、番号 4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、議案第 3号、番号 4は承認することに決定しました。 

 

次に、議案第 3号、番号 5を承認し議案第 4号、番号 18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を承認し議案第 4号、番号 18を許可する

ことに決定しました。 

 

次に、議案第 4号、番号 15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 15は許可することに決定しました。 

 

次に議案第 4号、番号 16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 16を許可することに決定しました。 

 

次に、議案第 4号、番号 17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 17は許可することに決定しました。 

 

次に、議案第 4号、番号 19を許可することにご異議ありませんか。 

【異議なし】 
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異議なしと認め、議案第 4号、番号 19は許可することに決定しました。 

 

次に、議案第 4号、番号 20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 20は許可することに決定しました。 

 

次に、議案第 5号、番号 1を原案のとおり非農地と判断することに、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、番号１は、原案のとおり決定しました。 

 

次に議案第 6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 6号は、原案のとおり決定しました。 

 

次に、議案第 7号、令和元年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価

について、及び議案第 8号、令和 2年度の目標及びその達成に向けた活動計画に

ついて、関連がありますので一括して審議します。事務局の説明を求めます。 

事務局 <議案 7号・8号の朗読・説明> 

焼津市農業委員会が行う法令事務に関する点検と昨年度策定した目標・活動実績

に対する評価を行ったもの及び農業の現状における担い手不足や遊休農地等の課

題に対する本年度の目標と活動計画を策定するにあたり、ホームページ等に掲載

し、公表するものです。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。質疑はございませんか。 

【質疑なし】 

それでは質疑を打ち切ります。お諮りします。議案第 7号、令和元年度の目標

及びその達成に向けた活動の点検・評価について、及び議案第 8号、令和 2年度

の目標及びその達成に向けた活動計画について、原案のとおり決定することに、

ご異議ございませんか。 

【異議なし】 

異議なしと認め、議案第 7号、令和元年度の目標及びその達成に向けた活動の

点検・評価について、及び議案第 8号、令和 2年度の目標及びその達成に向けた

活動計画は、原案のとおり決定いたしました。 

 

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。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 6月総会を閉会します。 

 

 


