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焼津市農業委員会 2月総会議事録 
 

１ 日時 

令和 3年 2月 15日（月）午後 2時 ～ 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 ○ 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 

  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 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 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 農用地利用配分計画の修正について 

第 7号 転用等確認について 

 

議案第 1号 農地法第 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について 

第 3号 下限面積の設定について（別段面積の基準） 

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 3年 2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。4番小長谷鈴枝委員、15番村田忠夫

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。 

 

続きまして、議事に入ります。 

議案第１号、農地法第 4条の規定による許可についてから議案第 2号、農地法

第 5条の規定による許可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 11を説明】 

申請地は、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 250-1の東側は雑種地、西側は田、南側は道路、北側は宅地であ

ります。申請地 250-3の東側は田、西側は雑種地、南側は道路、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。 

 

【議案第 1号番号 12を説明】 

申請地は、ＪＡ大井川大富支店より南西へ約 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、西側及び南側は宅地、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。 

 

【議案第 1号番号 13を説明】 

申請地は、ＪＡ大井川大富支店より南西へ約 300ｍに位置している第 3種に該

当する農地です。申請地の東側は道路、西側及び南側及び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。 
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【議案第 1号番号 14を説明】 

申請地は、ＪＡ大井川大富支店より南西へ約 300ｍに位置している第 3種に該

当する農地です。申請地の東側は雑種地、西側は田、南側は道路、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。 

 

【議案第 1号番号 15を説明】 

申請地は、和田小学校より東へ約 900ｍに位置している第 3種に該当する農地

です。申請地の東側は道路、西側及び北側は宅地、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。 

 

【議案第 1号番号 16を説明】 

申請地は、和田小学校より北東へ約 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・西側及び北側は宅地、南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、始末書の提出があります。 

 

【議案第 1号番号 17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。申請地の東側は畑及び水路、西側は農業用施設用地、南側は水路、北側は

畑及び山林であります。 

 

【議案第 1号番号 18を説明】 

申請地は、大井川西小学校より西へ約 600ｍに位置している第 1種に該当する

農地です。申請地の東側は畑、西側は宅地、南側は道路、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。 

 

以上、審査したところ、議案第 1号、番号 11から 17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、番号 18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 2号番号 53を説明】 

申請地の場所は、東益津小学校より南東へ約 100ｍに位置している 第 3種に該

当する農地です。申請地の東側は宅地、西側は雑種地、南側は畑、北側は雑種地

を介して水路及び道路であります。 
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【議案第 2号番号 54を説明】 

申請地の場所は、大井川港より北西へ約 900ｍに位置している、第 3種に該当

する農地です。申請地の東側は畑、西側は水路及び道路、南側は水路及び畑、北

側は道路であります。 

 

以上、審査したところ、議案第 2号、番号 53及び 54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。 

 

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、第 4条申請分から順番に現地調

査の結果並びに補足説明をお願いします。 

推進委員 

増田 

【議案第 1号番号 11について】 

地区委員 6名にて今月 6日の土曜日に現地確認を行いました。申請人は大規模

な農家であり、農機具と農機具を運搬する運搬車を複数所有しています。申請地

は道路から自宅に入ってすぐのところの 191㎡で、敷地を拡張したいという申請

です。早くに転用申請を行っておけばよかったのですが、申請しておらず申し訳

なかったと反省の弁があり始末書の提出もあります。地区審査会では許可相当と

判断しました。 

推進委員 

小長谷 

【議案第 1号番号 12、13、14について】 

 この三案件は、それぞれが隣接した土地です。南側が道路、北側は水路、東と

西側が宅地になっています。南側の道路から北の水路に向かって進入路があり、

進入路に沿って南側から説明します。 

番号 13ですが、申請人の住宅敷地の駐車スペースが足りないことから、自宅の

北側の農地を住宅敷地に拡張したいという申請です。 

番号 12ですが、番号 13の申請地の北側に申請人の住宅があり、駐車場が狭い

ため隣接する北側の農地を駐車場にするという申請です。 

番号 14ですが、番号 12の駐車場への進入及び、東側にある申請人の宅地への

進入が容易にできるように、進入路敷地へ転用するという申請です。 

三案件ともすでに造成済みであり、始末書が提出されています。申請地は道路

と宅地と水路に挟まれた土地で、他の農地への影響は少ない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。 

推進委員 

 村松 

【議案第 1号番号 15について】 

 是正の案件です。先日、現地を確認したところ申請人から悪かったよと話があ

りました。また申請地にカーポートがあったのですが撤去し更地になっているこ

とを確認しました。本人も反省しており始末書の提出があります。地区審査では

許可相当としました。 
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【議案第 1号番号 16について】 

通行路敷地へ転用するという申請です。この案件は申請人の父親が農地法の手

続きを知らずに造成してしまっており、それを是正するものです。始末書の提出

があります。また周辺に農地はなく許可相当と判断しました。 

推進委員 

岩ケ谷 

【議案第 1号番号 17について】 

 申請地は申請人が平成 30年 3月に農地法 3条で取得しております。申請人は葉

物野菜を栽培している法人です。先日申請人にヒアリングをしましたが、農産物

の販売場所と来場者の駐車場のため転用したいということです。工事内容は、砂

利を敷いて自然排水とするようです。現地確認の結果、周りに農地はなく影響は

軽微と判断し地区審査では問題ないと判断しました。ご審議のほどお願いします。 

地区委員 

 8番 

【議案第 1号番号 18について】 

 現地確認の時に申請人から話を聞きました。母屋の老朽化に伴い建替えの申請

をしたところ、倉庫と台所の一部が農地の上に立っていることが判明したそうで

す。今回の申請は当該地を分筆して敷地拡張として是正するものです。倉庫につ

いては比較的新しい建物です。台所については、母屋の建替え中に仮住まいとし

て使いたいため、壊すことができないとのことでした。倉庫は建替えの時にしっ

かり確認をしなかったために農地にはみ出してしまったようです。始末書の提出

があります。 

また申請人の農地について畑の体をなしていなかった所があったので畑に戻す

よう指導しました。今は畑となっています。また申請地の一部が隣の田のための

通路としてコンクリート舗装されていました。また畑との境に垣根代わりにトロ

ピカルフルーツが植えてありました。これらは農業上の利用であるため、やむを

得ないと判断し許可相当としました。 

地区委員 

3番 

【議案第 2号番号 53について】 

 申請地はここ数年休耕地となっていました。昨年 12月に 5条許可申請があった

ため、現地調査を実施いたしました。申請地はしばらく畑として耕作されておら

ず、さらに一部は農地以外に利用されていたため、申請にあたり、原状復旧を要

しましたが、不十分であったため、更なる対応が必要と結論づけていました。そ

の後申請者の事情により申請は一旦取り下げられましたが、事業再開の目途が立

ったということで今回申請されました。何回か申請者とやり取りがありまして、2

月 6日の現地調査の結果、農地への復旧を確認しました。申請地周辺の農地は貸

人所有の農地のみで転用の影響は軽微であり、また転用後の事業計画の実現性は

資金面を含めて問題ないと判断しました。ご審議お願いします。 

 

地区委員 

11番 

【議案第 2号番号 54について】 

 この案件は太陽光発電敷地として利用するという 5条申請です。譲渡人 3名は

それぞれ小規模な兼業農家でして、農地として管理するのに大変苦労されていま

す。譲受人は焼津市内で電気工事や太陽光発電の電力販売をやっている方です。 

申請地は大井川港から北へ 1キロ弱行ったところで堤防の近くです。この辺りは

農地の中に住宅が散居しています。農地は一区画が小さく、不整形で段差もあり
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非常に耕作しづらい場所で、例年の農地パトロールで放棄地としてあがっている

農地もあります。また草刈りの苦情も年に数件ある場所です。この申請地につい

ても地主の方たちは維持管理をしている程度でした。周辺は、ほとんど農地とし

て利用されておらず、転用による影響は軽微であります。また隣地の地主さんへ

の事業説明もされており、事業計画や資金計画についても問題なしと判断しまし

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 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 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を許可することに決定しました。 

 

次に、議案第 1号、番号 13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 1号、番号 13は許可することに決定しました。 

 

次に、議案第 1号、番号 14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 1号、番号 14は許可することに決定しました。 

 

次に、議案第 1号、番号 15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 1号、番号 15は許可することに決定しました。 

 

次に、議案第 1号、番号 16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 1号、番号 16は許可することに決定しました。 

 

次に、議案第 1号、番号 17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 1号、番号 17は許可することに決定しました。 

 

次に、議案第 1号、番号 18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 1号、番号 18は許可することに決定しました。 

 

次に、議案第 2号、番号 53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 2号、番号 53は許可することに決定しました。 

 

次に、議案第 2号、番号 54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 2号、番号 54は許可することに決定しました。 

 

次に、議案第 3号、下限面積の設定についてを議題とします。 

それでは、事務局の説明を求めます。 

事務局 【議案第 3号を朗読後、説明】 

平成 21年 12月施行の改正農地法により、農業委員会が農林水産省令で定める

基準に従い、市町村の区域の全部又は一部についてこれらの面積の範囲内で別段

の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これを公示したときは、そ

の面積を農地法第 3条第 2項第 5号の下限面積として設定できることになりまし

た。これにより、現在は焼津市全域で 30アールを下限面積としたところでありま

す。 

 「農業委員会の適正な事務実施について」（20経営第 5791号平成 21年 1月 23

日付け農林水産省経営局長通知）が、平成 22年 12月 22日付けで一部改正され、

農業委員会は、毎年、下限面積（別段面積）の設定又は修正の必要性について審

議することとなっております。 

 これにより、下限面積については、「現行の下限面積 30アールのままとし、変

更は行わないこととする。」という提案をするものです。 

 

方針及び理由についてでありますが、焼津市全域において 30a未満で耕作してい

る農家が４割以上であるため、現行の下限面積 30aはそのままとし、変更は行わ

ないというものです。 

 以上であります。 

 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

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 3号、下限面積の設定について、原案のとおり承認するこ

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、下限面積の設定について、原案のとおり承認する

ことに決定しました。 
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議長 次に、議案第４号、農用地利用集積計画の決定についてを議題とします。 

本議案に関係する八木 榮志委員につきましては、本議案の採決が終わるまで、退

室をお願いします。 

【 八木委員 退室 】 

 

それでは、事務局の説明を求めます。 

事務局 【議案第 4号を説明】 

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。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 4号、農用地利用集積計画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。 

 

八木 榮志委員の入室を認めます。 

【 八木委員 入室 】 

 

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 3年 2月総会を閉会します。 

 


