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焼津市農業委員会 9月総会議事録 

 

１ 日時 

令和 2年 9月 15日（火）午後 2時 00分 ～ 午後 2時 35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 農地の利用目的変更届出について 

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 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、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 9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 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 4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 12を説明】 

 申請地は、三和公会堂より南東へ約 500ｍに位置している市街化調整区域内の

農地で、親子間による贈与のために申請に及んだものであります。申請地の耕作

方法も周辺農地と同様であることから、周辺農地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。 

 

【議案第 2号番号 7及び議案第 3号番号 29を説明】 

申請地の場所は、航空自衛隊静浜基地（西側）から南西へ約 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及び通路、西側及び北側

は宅地及び田、南側は水路及び道路であります。 

審査したところ、変更はやむを得ないと判断し、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 26を説明】 

申請地の場所は、サッポロビール静岡工場より北東へ約 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宅地、西側は雑種地及び道
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路、南側は宅地、北側は雑種地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、経過及び始末書の提出があります 

 

【議案第 3号番号 27を説明】 

申請地の場所は、サッポロビール静岡工場より北東へ約 500ｍに位置している、

第 3種に該当する農地です。申請地の東側は宅地、西側及び南側は道路、北側は

雑種地であります。 

 

【議案第 3号番号 28を説明】 

申請地の場所は、焼津市立総合病院より東へ約 600ｍに位置している、第 3種

に該当する農地です。申請地の東側は水路及び道路、西側は宅地及び畑、南側は

畑、北側は水路及び道路であります。 

 

【議案第 3号番号 30を説明】 

申請地の場所は、焼津水産加工団地より南へ約 500ｍに位置している、第 1種

に該当する農地です。申請地の東側は宅地、西側及び北側は道路、南側は畑であ

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、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、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 31を説明】 

申請地の場所は、焼津水産加工団地より南へ約 400ｍに位置している、第 3種

に該当する農地です。申請地の東側は道路、西側は畑、南側は畑（現況宅地：許

可済）、北側は宅地及び畑であります。 

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。 

 

【議案第 3号番号 32を説明】 

申請地の場所は、焼津水産加工団地より南西へ約 600ｍに位置している、第 3

種に該当する農地です。申請地の東側及び西側は宅地及び畑、南側及び北側は宅

地であります。 

 

【議案第 3号番号 33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出

入口より北東へ約 100ｍ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、西側及び南側は水路、北側は池沼（資材置場）であります。 

以上、審査したところ、番号 26から 29、番号 31から 33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
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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 4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 12について】 

場所は 150号線バイパスから一色へ向かう高洲和田線の Y製作所の南側に位置

しています。申請地は三和と一色の境の田で、周辺は田となっています。譲受人

は主にキャベツを栽培している専業農家です。今回の申請は、経営を安定させる

ため、また将来を考えて父から子に生前贈与するためであります。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。 

地区委員 

16番 

【議案第 2号番号 7及び議案第 3号番号 29について】 

 場所は宗高の浅間神社より東へ 150ｍほど行ったところです。この案件は昭和

50年に当初計画者が 5条許可申請しましたが、資金の目途が付かなくなり、その

ままになっておりました。今回この土地を、甥にあたる方が使用して、住宅を建

築することになりました。土地の西の一部と北側に農地がありますが、排水など

農業上の問題も少ないこと、また草刈りをしてきれいに管理されていることから

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。 

地区委員 

 3番 

【議案第 3号番号 26を説明】 

 申請地は東海道線の斎場の東側の踏切から東に 200ｍほど行ったところです。

申請地は譲受人の工場敷地に囲まれた農地で、譲受人の排水処理設備の拡張の際

に転用した残りの農地です。その後、工場施設の一部が違法に設定されている状

況で、農地としての利用はされていませんでした。借人である譲受人が現状の排

水設備の拡張を図るために、また違反転用を是正するためこの土地を転用し工場

敷地にするというものです。従来から当工場の排水設備は脆弱で、東側の農地に

面する排水路に不十分な処理水の排水をすることが問題となっておりました。今

回の設備拡充によりまして処理設備の能力アップと共に、処理水の排出箇所を西

側道路排水路に変更するということで東側の農地への影響も解消されます。地区

審査を兼ねた現地調査の結果、許可相当と判断しました。よろしくお願いいたし

ます。 

 

【議案第 3号番号 27を説明】 

 申請地は先ほどの案件の譲受人土地から住宅を挟んだ北側の農地です。もとも

とは水田でしたが、土地所有者が埋め立てて畑に転用しました。しかし農耕に適
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さない埋め土であったと思われ、農地パトロールの際に問題となっていました。

農業従事者であった土地所有者が亡くなった後は草刈り程度の管理がなされてお

りました。その後継者につきましては、この春、農業関係の会社を定年退職され

ましたが、営農の意思はあまり強くなく農地として活用される見込みが無いと思

っております。申請地の西側は道路を挟んだ田、北側は携帯電話基地局、東側は

道路を挟んで工場敷地、南側は宅地となっています。そういったことから北側の

道路を隔てた農地をはじめ他の周辺農地への影響は特に無いと思われますので、

地区審査を兼ねました現地調査の結果、許可相当と判断しました。 

地区委員 

 7番 

【議案第 3号番号 28を説明】 

 申請地は南部土地区画整理事業地との境にあり、コンビニの筋向いにあります。

この土地はここ数年、作物を作っておらず草が生えて耕作されていない土地でし

た。この土地は譲渡人の夫が亡くなり相続を受けた土地であります。今回、土地

を平らにして、防草シートを張り、太陽光パネルを置くということです。周辺に

農地はほとんどなく周辺農地への影響はほぼ無いと思われます。ただ申請地の東

側に水路があるもので、転用にあたって土砂が落ちないようにしっかり管理して

ほしいと行政書士を通して業者にお願いしました。これらのことから許可相当と

判断しました。ご審議のほどお願いします。 

地区委員 

 16番 

【議案第 3号番号 30を説明】 

 この場所は藤守と下小杉の境に命山がありましてそのすぐ東側になります。こ

の土地の地目は畑ですが、全てブロック塀に囲まれており、宅地となっています。

建築は昭和 46年で、今までそのままとなっておりました。今回是正したいという

ことです。畑に戻すことは無理ですし、始末書の提出もあり、この場所の農業上

の問題もほとんど無いと思われますので地区審査ではやむを得ず許可相当としま

した。 

【議案第 3号番号 31を説明】 

 この場所は下小杉の浜通りから一本中に入ったところです。先ほどの案件と同

じように、この案件は相続に伴い判明しました。195㎡の土地を雑種地として利

用していましたが、今回是正して正式に駐車場の土地として利用したいという申

請です。地区審査で現地調査をしましたが、この土地の周囲は宅地と道路でして

周りに与える影響は少ないと思います。始末書の提出もありやむを得ず許可相当

としました。 

【議案第 3号番号 32を説明】 

 この案件は申請地の隣地に立つ中古住宅の購入と共にその中にある農地を駐車

場に利用したいという申請です。場所は下小杉の吉永街道を南側に入ったところ

です。現地調査をしたところ申請地は家に囲まれた内側にありまして、マキで囲

まれていました。譲渡人はこの場所を庭として利用していたような感じで、庭石

や廃材や鳥小屋などがありました。今回申請にあたり現状復旧し畑として整地し

てありました。北側と南側の一部に畑に接している場所がありますが農業上の利

用は少ないと思われ、許可相当としました。 

みなさまのご審議よろしくお願いします。 
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地区委員 

 15番 

【議案第 3号番号 33を説明】 

 この案件は東名スマートインター上り線の進入路に面したところに位置してお

り、譲受人が既に買い取って駐車場や資材置場として利用しているところの続き

になります。申請地は一番奥まったところの 57㎡です。今までデッドスペースと

なっていましたが転用によって今後活用されるのではないかと思います。また現

況は畑ということですが、耕作していた形跡はありませんでした。周りの農地へ

影響を及ぼすことも無いということで地区審査では許可相当としました。よろし

くお願いします。 

議長 説明が終わりました。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 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１号、番号 12は許可することに決定しました。 

 

次に、議案第 2号、番号 7を承認し議案第 3号番号 29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 7を承認し議案第 3号番号 29を許可するこ

とに決定しました。 

 

次に、議案第 3号、番号 26について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 26は許可することに決定しました。 

 

次に、議案第 3号、番号 27について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 27は許可することに決定しました。 

 

次に、議案第 3号、番号 28について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 28は許可することに決定しました。 

 

次に、議案第 3号、番号 30について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 30は許可することに決定しました。 

 

次に、議案第 3号、番号 31について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 3号、番号 31は許可することに決定しました。 

 

次に、議案第 3号、番号 32について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 32は許可することに決定しました。 

 

次に、議案第 3号、番号 33について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 33は許可することに決定しました。 

 

次に、議案第 4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 4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 9月総会を閉会します。 

 


