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焼津市農業委員会 8月総会議事録 

 

１ 日時 

令和 2年 8月 17日（月）午後 2時 00分 ～ 午後 2時 30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 農地法第 5条届出に係る買受適格証明書の交付について 

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 農地の利用目的変更届出について 

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 4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 相続税の納税猶予に関する適格者証明書の交付について 

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 8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。12番深津三郎委員、11番松田肇委員

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】 

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 6を説明】 

 申請地は、和田小学校より北西へ約 500ｍに位置している第 3種に該当する農

地です。申請地の東側及び北側は宅地、西側は畑、南側は水路であります。 

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。 

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 2号番号 6及び議案第 3号番号 25を説明】 

申請地の場所は、静岡福祉大学から南へ約 200ｍ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、西側は道路、南側は水路及び道路、北側

は宅地及び雑種地であります。 

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、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 1を説明】 

本件は相続税の納税猶予を受ける際に、被相続人が亡くなってから、10か月以
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内に、税務署に届出をする際に添付する証明書類であり、納税猶予の適用を受け

た農地は、市街化区域の農地については 20年間、また市街化調整区域の農地につ

いては終身、農地として利用を続けなければならないというものです。 

本件の申請地等を調査した結果、申請地は、田として利用され、適正に耕作管

理されており、相続人も、引き続き農業経営を行うと認められるものと判断でき

ることから、証明書を交付することに問題ないと判断されます。 

 

【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、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 

13番 

【議案第 1号番号 6について】 

先日、現地調査をした結果、周りに農地は無く、周りに与える影響も無く、ま

た面積も少ないものですから地区審査では許可相当と判断しました。みなさまの

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 6及び議案第 3号番号 25を説明】 

 先ほど説明があったとおり、申請地は静岡福祉大学から 150号線に左折する信

号機の東側の角地になります。 

譲渡人は元々地元の方で、道を作る際に自分の土地を提供し、その代替地とし

て平成 2年に当該地を取得したそうです。平成 4年に大学が開学予定だったため、

その学生用のアパート兼貸店舗を建築するつもりでしたが、学生は親元から通学

する人が多く、アパートで一人暮らしをする学生は少なく事業として成り立たな

いという判断をして計画を断念しました。現在は管理のみ行っているそうです。

譲渡人は現在静岡市清水区に住んでおり、譲渡したいという申請です。 

譲受人の法人は申請地の東側の土地建物を所有していますが平成 30年に大住

に本社を移転しました。現在は別の会社に倉庫兼営業所・駐車場として貸してい

ます。その会社のトラックや社有車が頻繁に出入りし、効率的な運営ができてい

ません。今回譲渡人より土地売却の申し出があったため当該地を取得し、この会

社や近隣のための貸駐車場としたく申請に及んだそうです。現地調査をしたとこ

ろ西側が道路、南側が水路及び道路（150号線）、東側が宅地、北側は雑種地です。

周りに与える影響は無いかと思い許可相当としました。よろしくお願いいたしま

す。 

議長 次に「豊田地区」担当委員からお願いします。 

推進委員 

甲賀 

【議案第 4号番号 1について】 

申請地につきまして、本人が水稲の作付をされており納税猶予の適格者として
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問題なしと判断いたしました。ご審議のほどお願いいたします。 

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。 

 

お諮りします。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 2号、番号 6を承認し議案第 3号番号 25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 6を承認し議案第 3号番号 25を許可するこ

とに決定しました。 

 

次に、議案第 4号、番号 1について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 4号、番号 1を承認し証明書を交付することに決定し

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 8月総会を閉会します。 

 


