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焼津市農業委員会 11月総会議事録 

 

１ 日時 

令和 2年 11月 16日（月）午後 1時 55分 ～ 午後 2時 25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 農地法の規定による届出の中止届について 

第 4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 5号 農地転用届出時効の変更届について 

第 6号 農業用施設証明願について 

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 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、18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 11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。1番石野惠一委員、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 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 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 15を説明】 

 申請地は、航空自衛隊静浜基地の東端より南へ約 700ｍ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。耕作方法は現状と変わら

ず、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。 

 

【議案第 2号番号 9を説明】 

申請地は、航空自衛隊静浜基地の東端より南東へ約 900ｍ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、南側は雑種地、北側は道路であります。 

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 3号番号 38を説明】 

申請地の場所は、中新田配水場より南西へ約 100ｍに位置している、第 3種に

該当する農地です。 

申請地の東側は宅地、西側は田、南側は水路、北側は雑種地であります。 
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【議案第 3号番号 39を説明】 

申請地の場所は、三和公会堂より南西へ約 500ｍに位置している、第 3種に該

当する農地です。 

申請地 2筆の東側は宅地、西側は雑種地、南側は雑種地及び宅地、北側は水路

であります。申請地 1筆の東側は宅地、西側は雑種地、南側は道路、北側は雑種

地であります。 

 

【議案第 3号番号 40を説明】 

申請地の場所は、大井川南小学校より南西へ約 400ｍに位置している、第 1種

に該当する農地です。 

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。 

申請地の東側・西側及び南側は宅地、北側は水路及び道路であります。 

 

以上、審査したところ、議案第 2号、番号 9、議案第 3号、番号 38・39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。 

また、議案第 3号、番号 40については、第 1種農地の不許可の例外規定であり

ます「既存施設の拡張」に該当する案件であり、転用面積は既存施設の敷地の面

積の 2分の 1を超えないものであり、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 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、現地調査の結果並びに補足説明

をお願いします。静浜地区、大富地区、吉永地区の順番でお願いします。 

推進委員 

田中 

【議案第 1号番号 15について】 

申請者は申請地の隣に自作地があり、現在借り入れて申請地の作付をしていま

す。機械装備等もしっかりしているため地区審査では許可相当と判断しました。 

【議案第 2号番号 9について】 

通行路敷地へ転用するという申請です。周囲は宅地、雑種地、道路で、周辺農

地への影響はほとんど無いため地区審査では許可相当としました。ご審議のほど

お願いします。 

地区委員 

9番 

【議案第 3号番号 38について】 

 申請地は中新田の配水場の南側の農地です。倉庫敷地に転用するということで

す。現地調査の際に譲渡人にお会いし話を聞くことができました。現在、譲受人
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は低温倉庫 1棟に経済連や地元のお米屋の米を預かっており、この倉庫の西側の

土地に新たに増築したいという申請です。東側は宅地、西側は譲渡人の農地、南

側は水路、北側は譲渡人の雑種地です。周りに与える影響も無いと思われ地区審

査では許可相当としました。 

【議案第 3号番号 39について】 

 用途は資材置場敷地ということです。場所は三和の製茶会社から西へ 200ｍく

らい行った道路の北側に位置しています。申請地は元屋敷の宅地の北側に 2筆、

それから南側の角に 1筆が位置しています。譲受法人は藤枝市で鉄材及び鉄板の

製造・販売を営んでおり、事務所の敷地内に資材を置いていますが手狭になった

ということで、条件に合う土地を探したところ、申請に及んだということです。

申請地である北側の 2筆については、東側は宅地、西側は雑種地、南側は雑種地

と、宅地、北側は水路です。また南側 1筆は、東側は宅地、西側は雑種地、南側

は道路、北側は宅地と雑種地です。現地調査の結果、周辺への影響は無いと思わ

れ許可相当としました。みなさまのご審議のほどお願いします。  

地区委員 

 11番 

【議案第 3号番号 40を説明】 

 申請地は吉永街道沿いの土地です。面積は 22㎡と少ないのですが、昭和 44年

に譲渡人が隣地を宅地にするため転用許可を出した際に一緒に造成してしまった

ようです。今回隣接する土地を譲受人に贈与することになったのですが、その際

本来は田である申請地が造成済みだったため本申請に及びました。現地は県道沿

いにあり小面積です。北側のみが水路と道路に接しており残りの三方は宅地です。

このような状況で周辺農地へ与える影響は皆無ですし、現状通行路として使用し

ており原状復帰することは非常に難しいと思いますので、やむを得ないと判断し

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 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１号、番号 15は許可することに決定しました。 

 

次に、議案第 2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 2号、番号 9を許可することに決定しました。 

 

次に、議案第 3号、番号 38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 38は許可することに決定しました。 
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次に、議案第 3号、番号 39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 39は許可することに決定しました。 

 

次に、議案第 3号、番号 40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 40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 11月総会を閉会します。 

 


