
第８回石川町農業委員会総会議事録 

 

１   招集年月日   令和３年８月１６日 (月 ) 午後１時３０分  

 

２   招集場所    石川町役場  ３階  正庁兼議場   

 

３   議案  

（１）議案第３３号  

   農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見決定に

ついて  

（２）議案第３４号  

   農地法第５条第１項の規定による許可後の事業計画変更申請に

対する意見決定について  

（３）議案第３５号  

   現況確認証明に対する意見決定について  

（４）議案第３６号  

石川町農業振興地域整備計画の変更に対する意見決定について  

（５）議案第３７号  

荒廃農地に係る非農地判断に対する意見決定について  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



出席委員    

農業委員   ９名  

１番  佐川  修一  ２番  根本  常和  ３番  近内  貞夫   

４番  金沢  和則  ５番  芳賀  正幸  ６番  緑川  一男  

７番  緑川  喜友  ８番  仲田  昌勝  ９番  遠藤  武重  

 

農地利用最適化推進委員についてはコロナ対策のため参集せず。  

 

欠席委員    なし  

   

 

事務局    事務局長          武藤  伝  

事務局次長兼農地管理係長  吉田  慶司  

書   記          矢内  康裕



・議  長   本日の出席は９名です。定足数に達しておりますので、只今より第８回

石川町農業委員会総会を開きます。 

議事録署名人の選出ですが、議長指名でご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議ないものと認め、４番  金沢和則委員  ５番  芳賀正幸委員

を指名いたします。 

 

（１）議案第３３号  

農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見決定につ  

いて  

・議  長   それでは議事に入ります。議案第３３号 農地法第５条第１項の規定に

よる許可申請に対する意見決定についてを議題とします。事務局の説明を

求めます。 

・事務局長   （議案朗読） 

        農地法第５条第１項番号１についてですが事業計画者はゴミ置場を目

的として今回の申請に至っております。なお、申請地は第１種農地です。 

        農地法第５条第１項番号２についてですが事業計画者は携帯電話基地

局設置に係わる仮設事務所及び資材置場設置等を目的とし今回の申請に

至っております。なお、申請地は第２種農地です。 

        農地法第５条第１項番号３についてですが事業計画者は携帯電話基地

局設置に係わる仮設事務所及び資材置場設置等を目的とし今回の申請に

至っております。なお、申請地は第１種農地です。 

・議  長   農地法第５条第１項の規定による許可申請番号１を調査されました佐川

修一委員に報告を求めます。 

・佐川修一委員   農地法第５条第１項番号１の農地転用のため、権利の設定について調査

した結果を報告いたします。 

        調査日は令和３年８月６日午後２時３０分より行いました。確認は被設

定人の○○○○、事務局より吉田氏、矢内氏、最適化推進委員郷氏と私の

５名で、○○○○○○○○、３６８㎡を調査しました。 

        場所は、○○○○○○○○を○○○○○○○○に進み、さらに、○○○

○○○○○を○○○○○○○○へ１ｋｍ程の○○○○○○○○道路向か



い側になります。 

        申請理由と内容について、理由は○○○○○○○○多目的広場設置とい

うことで、内容については３点程ございます。１点目がゴミステーション

の設置ということで、現在のステーションは道路沿いの交差点にあり駐車

スペースもなく収集作業時などの交通事故が懸念されるため場所を変更

したい。２点目が駐車場の確保ということで、ロータリー化することで車

での移動がスムーズにできるようにする。さらに、移動販売車などの買い

物広場として買い物弱者対策をする。３点目が、花植栽による環境改善と

いうことで、花壇を作り、花などを植えることで環境美化を進める。 

        申請地は同地区民の所有地であり公共に資することへの理解も得られ

ました。日照の問題や雨水による農業用排水など付近の土地、住宅、農作

物などに支障をきたすこともないと考えます。 

        以上、調査した結果この案件は問題ありませんので、皆様の審議よろし

くお願いいたします。 

・議  長   只今報告のありました農地法第５条第１項番号１の件について、何かご

意見等ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

・議  長   異議のないものと認め、議案第３３号 農地法第５条第１項番号１につ

いて承認するものと決定いたします。 

        続いて農地法第５条第１項番号２を調査されました芳賀正幸委員に報

告を求めます。 

・芳賀正幸委員   農地法第５条１項２番設定人○○○○、被設定人○○○○の件を調査し

た結果を報告します。 

        ８月６日午後２時より農業委員会事務局次長吉田氏、矢内事務局員、○

○○○、最適化推進委員福田氏、渡邉氏、私の６人で現場確認をしました。 

        場所は○○○○から北に１００ｍ行き道路右側の所です。○○○○○○

○○，７９３㎡の内１５２．７７㎡です。この畑は現在畑です。 

        事業の必要性としては、譲受人の住む○○○○○○○○は携帯電話の電

波状況が悪いため基地局の設置を計画しました。土地の選定理由としては、

近隣で３ヶ所以上探しましたが断られこの１ヶ所のみが了解を頂いた場

所になりました。転用の目的としては、無線基地局設置工事に伴う仮設現



場事務所及び、資材置場として必要なため周りは畑ですので特別支障があ

るとは思いません。 

        以上調査した結果この案件は問題ありませんので皆様方のご審議の程

よろしくお願いいたします。 

・議  長   只今報告のありました農地法第５条第１項番号２の件について、何かご

意見等ございませんか。 

・金沢和則委員   事務局に確認したいのですが、申請書の転用計画の転用の目的が、無線

基地局設置となっているんですけども、基地局の設置が目的ではないです

よね。それを設置するための一時転用ですよね。それで４番の権利の所で

こういう書き方って見たことないんだけど、賃貸借なのにその他で無償貸

借となっているのは、そもそもが無償貸借なら賃貸借じゃなくて使用貸借

でしょ。あと疑問なのは４の権利のところで無償貸借ってなってますよね。

でも次のページの資金調達についての計画で用地費って入っていますよ

ね。 

・事務局次長   委員おっしゃる通りで、そこのところを今確認しているところです。 

・議  長   そのほかございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

・議  長   異議のないものと認め、議案第３３号 農地法第５条第１項番号２につ

いて承認するものと決定いたします。 

        続いて農地法第５条第１項番号３を調査されました近内貞夫委員に報

告を求めます。 

・近内貞夫委員   農地法第５条第１項３番の許可申請の件に付き現地調査した結果を報告

いたします。 

        去る６月３日午後１時３０分より○○○○の現地で賃借人の○○○○

代理人○○○○、吉田次長、矢内主事、近内壽夫農地利用最適化推進委員、

円谷和司農地利用最適化推進委員、と私の６名で調査確認しました。 

        転用計画は無線基地局設置工事に伴う仮説現場事務所及び資材置き場

等として必要であるためです。 

        当該地の場所は○○○○○○○○より○○○○○○○○を西に約１ｋ

ｍの左側○○○○○○○○の向かい側に位置します。建柱車による建込工

事のため小規模な工事となるので土砂流出の心配もなくまた、無線基地局



はコン柱のために日照等に支障を及ぼさないと思われます。 

        以上、調査した結果この案件は書類の一部不備により８月２日に再申請

したものでありますが特に問題ないと思われますので委員各位の審議を

お願いします。 

・議  長   只今報告のありました農地法第５条第１項番号３の件について、何かご

意見等ございませんか。 

・金沢和則委員   工事期間が来年令和４年の３月３１日までになっているのに、４番の権

利の存続期間５年間って、そもそも一時転用５年間って認められてないと

思うんだけど、なんでこんな書き方になっているのか、あと抜けていると

ころがいっぱいありそうな感じがします。 

・事務局次長   抜けている箇所も多数見受けられておりまして、現在調整中でございま

す。申し訳ございません。 

・議  長   そのほかございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

・議  長   異議のないものと認め、議案第３３号 農地法第５条第１項番号３につ

いて承認するものと決定いたします。 

         

（２）議案第３４号  

農地法第５条第１項の規定による許可後の事業計画変更申請に対  

する意見決定のについて  

・議  長   続いて、議案第３４号 農地法第５条第１項の規定による許可後の事業

計画変更申請に対する意見決定の件を議題とします。事務局の説明を求め

ます。 

・事務局長   （議案朗読）         

・議  長   只今報告のありました農地法第５条第１項の規定による許可後の事業計

画変更申請について、何かご意見等ございませんか。 

・金沢和則委員   これ申請の日が７月７日ですけど、当初の６月３０日を過ぎてますよね。

こういう出し方では問題があると思うので厳重に注意していただきたい。 

・事務局次長   こちらにつきましては、まだ資料が整っていなくて顛末書の添付を予定

しております。 

・議  長   そのほかございませんか。 



（「異議なし」の声あり） 

・議  長   異議のないものと認め、議案第３４号 農地法第５条第１項の規定によ

る許可後の事業計画変更申請について承認するものと決定いたします。         

 

（３）議案第３５号  

現況確認証明に対する意見決定について  

・議  長   続いて、議案第３５号 現況確認証明に対する意見決定について議題と

します。事務局の説明を求めます。 

・事務局長   （議案朗読）         

・議  長   現況確認証明申請番号１を調査した金沢和則委員に報告を求めます。 

・金沢和則委員   現況確認証明申請番号１について現地調査の報告をさせていただきます。

調査日が令和３年８月１２日午後３時より、申請人の○○○○と農業委員

の私と遠藤さん、推進委委員の味原さん、小池さん、事務局から吉田さん、

矢内さんの７名で現地調査させていただきました。 

        現地の地番が○○○○○○○○、畑、２，７４４㎡でございます。現地

は、○○○○○○○○から南西へ約５００ｍいったところで、申請人の住

宅の北東にあります。申請地は申請人の両親が亡くなるまでは草刈り等の

保全措置をしていましたが、２０年ほど前からは、放置しており、現在は

原野となっております。申請地は道路に接道しておらず、なおかつ申請人

の自宅裏の土手を上らないと行けないため、耕作は困難と思われます。 

        以上、現地調査の結果、今回の現況確認証明申請については、申請のと

おり認めることに問題はないと思われますのでご検討お願いします 

・議  長   只今報告のありました現況確認証明申請番号１について、何かご意見等

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

・議  長   異議のないものと認め、議案第３５号 現況確認証明申請番号１につい

て承認するものと決定いたします。 

        続きまして、現況確認証明申請番号２について調査されました仲田昌勝

委員に報告を求めます。 

・仲田昌勝委員   現況確認証明申請番号２を調査した結果を報告いたします。 

        ８月６日午前９時から、申請人の○○○○農業委員会事務局吉田次長、

矢内主事、最適化推進委員の斎藤英幸さん、南條博さんと私を含めた６人



で現地調査いたしました。 

        申請地は○○○○○○○○から北側の○○○○○○○○７筆、○○○○

○○○○１筆の土地です。 

        土地の所在は○○○○○○○○、地目畑、合計７筆、地積合計２，４５

４㎡と○○○○○○○○、地目畑、地積７６１㎡の土地です。 

        所有者は住所○○○○○○○○、氏名○○○○、職業○○○○です。 

        今回の申請は、土地の所有者が○○○○として、長年稲作と野菜を栽培

し農地を守ってきましたが、申請地８筆については平成元年ごろより休耕

地となり、定年後も農地維持に努力してきましたが高齢となり申請の土地

については、高木、灌木、低木により農地への復元は不可能な農地となっ

てしまいました。 

        以上、調査した結果この案件は問題ないと思われますので皆様方の審議

よろしくお願いいたします。 

・議  長   只今報告のありました現況確認証明申請番号２について、何かご意見等

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

・議  長   異議のないものと認め、議案第３５号 現況確認証明申請番号２につい

て承認するものと決定いたします。 

 

（４）議案第３６号  

  石川町農業振興地域整備計画の変更に対する意見決定について  

・議  長   議案第３６号 石川町農業振興地域整備計画の変更に対する意見決定に 

ついてを議題とします。事務局の説明を求めます。 

・事務局長  （議案朗読） 

・議  長   石川町農業振興地域整備計画変更申請番号１を調査されました仲田昌勝

委員に報告を求めます。 

・仲田昌勝委員   石川町農業振興地域整備計画変更申請番号１の件を調査した結果を報告

します。 

        令和３年８月６日、午前９時３０分から申請地で現地調査を実施いたし

ました。立会は申請地の所有者○○○○、手続代行者○○○○、農業委員

会事務局の吉田次長、矢内主事、最適化推進委員の斎藤英幸さん、南條博



さんに立会をいただき私を含めた７人で現地調査を実施いたしました。 

        当該地は○○○○○○○○の○○○○○○○○から○○○○○○○○

を南に約５００ｍさらに右に約２００ｍの土地です。土地の表示は○○○

○○○○○、地目田、地積３１０㎡の土地です。事業計画者は住所○○○

○○○○○、氏名○○○○、職業○○○○です。 

        申請理由は、計画者は現在３９歳で妻、子、父、母の５人家族にて父の

持ち家で生活していますが、手狭であり昨年第一子が誕生し夫婦と子供の

将来を考え、実家近くの父所有の土地を使用貸借設定により住宅新築計画

となりました。 

        申請地内は砂利敷とし、周囲はブロック積フェンスとし土砂の流出を防

ぎます。計画地南側、西側は現況畑で建物を北側に設置することにより周

辺農地への日照等に支障はありません。 

        以上、調査した結果この案件は問題ないと考えられますので皆様方の審

議よろしくお願いします。 

・議  長   只今説明のあった石川町農業振興地域整備計画変更申請番号１について

何かご意見等ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

・議  長   異議のないものと認め、議案第３６号石川町農業振興地域整備計画変更

申請番号１に対する意見決定については、承認するものと決定いたします。 

        続いて、石川町農業振興地域整備計画変更申請番号２を調査されました、

根本常和委員に報告を求めます。 

・根本常和委員   石川町農業振興地域整備計画変更２番の件を調査した結果を報告いたし

ます。 

        去る８月６日午後２時より、事務局吉田次長、矢内局員、最適化推進委

員根本浩一さん、○○○○と私の５人で、現場確認をしました。 

        申請地は、○○○○○○○○を○○○○○○○○に向かい、○○○○○

○○○を右折し○○○○○○○○を右折し、水路沿いを３５０ｍ行った左

側の○○○○○○○○の畑２，０９２㎡の内４７４㎡です。申請者の○○

○○、○○○○夫婦は、ともに○○○○であり、○○○○アパートにて子

供の成長に伴い増える家財道具も収納しきれない状態であり、以前より石

川町にある妻の実家近くに自己の住宅を建築したいと考えており今回の



申請に至りました。 

        取水は、町水道、汚水雑排水は、北側、○○○○○○○○水利組合水路

へ排水します。水利用組合には申請済みです。周りは東側住宅、南、西は

水田、北側は水路で農地への影響はないものと思われます。 

        この案件は問題ありませんので、皆様のご審議のほどよろしくお願いし

ます。 

・議  長   只今説明のあった石川町農業振興地域整備計画変更申請番号２について

何かご意見等ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

・議  長   異議のないものと認め、議案第３６号石川町農業振興地域整備計画変更

申請番号２に対する意見決定については、承認するものと決定いたします。 

        続いて、石川町農業振興地域整備計画変更申請番号３を調査されました、

佐川修一委員に報告を求めます。 

・佐川修一委員   石川町農業振興地域整備計画変更申請番号３について調査した結果を報

告します。 

        調査日は令和３年８月６日、午後３時より事業計画者○○○○、代理人

○○○○、事務局より吉田氏、矢内氏、最適化推進委員の郷氏と私の６名

で、○○○○○○○○の２６３㎡を調査しました。 

        場所は○○○○○○○○を石川より○○○○○○○○へ進み、○○○○

○○○○の○○○○○○○○を挟んだ北側に位置しています。 

        申請者は、○○○○を営んでおり、現在、社有車、従業員通勤車、整備

車両置き場として借りている土地を返却することになり、新しい駐車場を

確保するため今回の申請になりました。申請地は会社より数メートルと近

く駐車スペースとしても十分確保できることから選定しました。 

        周辺農地等の被害につきまして、法面保護工による土砂の流出、ブロッ

ク塀の設置により境界を明確にすること、さらに、日照の問題や雨水の処

理など付近の土地、住宅、農作物に支障をきたすこともないと考えます。 

        以上、調査した結果この案件は問題ありませんので、皆様の審議よろし

くお願いします。 

・議  長   只今説明のあった石川町農業振興地域整備計画変更申請番号３について

何かご意見等ございませんか。 



（「異議なし」の声あり） 

・議  長   異議のないものと認め、議案第３６号石川町農業振興地域整備計画変更

申請番号３に対する意見決定については、承認するものと決定いたします。 

        続いて、石川町農業振興地域整備計画変更申請番号４を調査されました、

近内貞夫委員に報告を求めます。 

・近内貞夫委員   石川町農業振興地域整備計画変更申請４番の件を調査した結果を報告し

ます。 

        去る、８月６日午後１時３０分より申請地○○○○○○○○の現地で申

請代理人○○○○、吉田事務局次長、矢内主事、農地利用最適化推進委員

近内壽夫氏、円谷和司氏と私の６人で現地を確認しました。 

        当該地は○○○○○○○○に向かい○○○○○○○○東側○○○○の

側面に沿った、地目畑２０１㎡であり、申請人の○○○○の駐車場として

平成２９年７月頃より正規な手続きを行わず、駐車場として使用していま

した。顛末書も添付されており周囲には農地もなく雨水は既存の側溝に流

出され特に問題はないとおもわれますので、委員各位の審議をよろしくお

願いします。 

・議  長   只今説明のあった石川町農業振興地域整備計画変更申請番号４について

何かご意見等ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

・議  長   異議のないものと認め、議案第３６号石川町農業振興地域整備計画変更

申請番号４に対する意見決定については、承認するものと決定いたします。 

 

 

 

（４）議案第３７号  

   荒廃農地に係る非農地判断に対する意見決定の件  

・議  長   議案第３７号 荒廃農地に係る非農地判断に対する意見決定の件を 

       議題とします。事務局の説明を求めます。 

・事務局次長  （議案朗読） 

・議  長   只今説明のありました荒廃農地に係る非農地判断に対する意見決定につ

いて、一括で審議することに何かご意見等ございませんか。 



（「異議なし」の声あり） 

・議  長   それでは荒廃農地に係る非農地判断に対する意見決定について、何かご

意見等ございませんか。決定についてご意見等がある場合は議案書の番号

を述べてから発言されますようお願いいたします。 

（「異議なし」の声あり） 

・議  長   異議のないものと認め、議案第３７号荒廃農地に係る非農地判断に対す

る意見決定の件について番号１から番号５６を一括して承認するものと

決定いたします。 

 

以上で本日提案されました議案は、すべて終了いたしました。これで本日の会議 

を閉じます。 

午後２時１０分 

 

 この議事録は書記が作成したもので、その内容に相違ないことを証するた

め署名する。  

 

            令和３年８月１６日  

            石川町農業委員会  

         石川町農業委員会長                  

 議事録署名人   ４番           

                    ５番           


