
第１回石川町農業委員会総会議事録 

 

１．  招集年月日   平成３１年１月１５日（火）  午後１時３０分  

 

２．  招集場所    石川町役場  ３階  議場  

 

３．  議案  

 

（１）議案第１号  

   農地法第３条第１項の規定による許可申請に対する意見決定の

件  

（２）議案第２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の

件  

（３）議案第３号  

   農地中間管理事業に係る農業経営基盤強化促進法第１８条第１

項の規定による農地利用集積計画の諮問に対する意見決定の件  

 

 

 

 

 



出席委員    

農業委員   ９名  

１番  角田  義光  ２番  横川  昌英  ３番  金沢  和則  

４番  芳賀  正幸  ５番  緑川  一男  ６番  仲田  昌勝  

７番  緑川  喜友  ８番  遠藤  武重  ９番  佐藤  晴夫  

 

農地利用最適化推進委員   ７名  

１１番  添田   勉  １２番  藤田  浩伸  １４番  近内  繁治  

１５番  小池   力  １６番  福田  正三  １７番  矢内  壮幸  

１８番  齋藤  英幸  

 

欠席委員   １名  １３番  小林  富男  

  

 

事務局    事務局長  添田  祐司  

庶務係長  近内  栄晴  

書   記  三瓶  桂治  

 



・議  長   本日の出席は１６名です。１３番小林富男委員より欠席の連絡がありま

した。定足数に達しておりますので、只今より第１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、３番金沢和則委員  ６番仲田昌勝委員を指

名いたします。 

・局  長   それでは審議に入ります前に追加議案それから議案書の差し替えについ

て申し上げます。議案第３号についてでありますが、農地中間管理事業で

○○地区の○○○○より中間管理機構が農地を借り入れる案件が発生し

ましたので１月の総会で審議の必要がある案件のため追加をするもので

すのでよろしくお願いしたいと思います。なお、この追加議案に合わせて

１ページの議事日程の差し替えも合わせてお願いしたいと思います。それ

から、２ページ議案第１号の関係のものですが３条の後に第１項が抜けて

おりました字句の訂正が必要となりますので合わせて差し替えのほうよ

ろしくお願いいたします。申し訳ありませんよろしくお願いします。 

 

 

（１）議案第１号農地法第３条第１項の規定による許可申請に対する意

見決定の件  

 

・議  長   それでは早速議事に入ります。議案第１号 農地法第３条第１項の規定

による許可申請に対する意見決定の件を議題といたします。事務局の説明

を求めます。 

・事務局長  （議案朗読） 

・議  長   農地法第３条第１項番号１を調査しました角田義光委員に報告を求めま

す。 

・角田義光委員 農地法第３条第１項の件を調査した結果を報告いたします。 

        去る１月１０日午後１時より、譲受人○○○○の父、○○と最適化推進

委員の小林富男さんと私の３人で現場を確認しました。 

        場所は、県道１１号線を石川から白河方面に向かい根宿地区よりＴ字路



交差点を右折し２００ｍほど行った左側の、地番が○○○○○○○○、○

○、○○○○○○○○の水田２，２７５㎡です。 

        この水田は譲渡人の○○○○の親類の、譲受人○○○○が長年作付けし

ていた水田で、今回基盤整備の区域内に入った事と、譲渡人が今後耕作す

る意志がないとの事で、所有権を移転して、今後譲受人の○○○○さんが

耕作していくとの事です。 

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

どよろしくお願いします。 

・議  長   只今報告のあった農地法第３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１号 農地法第３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。 

        つづいて第３条第１項番号２を調査しました私に代わり農地利用最適

化推進の近内繁治委員に報告を求めます。 

・近内繁治委員 農地法第３条第１項２番の所有権移転（贈与）確認調査結果を報告いた

します。 

        調査日が平成３１年１月１１日午前１０時より譲受人の○○○○さん

と譲渡人の○○○○は、○○○○に一任していますので委員の佐藤睛夫さ

ん、最適化委員の私の３名で石川町○○○○○○○○の現地にて調査しま

した。 

        場所は野木沢駅から和久方面へ向かい１．５Ｋｍ位の左側にあります。

地目が田、面積２筆で２，７０３㎡、母畑開パ事業により造成された農地

です。 

        現況は、昨年まで第三者が作付けしており、適正に耕作管理されており

ます。○○○○○○○○ 地目が畑、面積３０㎡の農地は現況荒廃農地化

しております。 

        譲渡人の申請理由は、仕事の都合により永く町外で生活しておりました。

現在は○○○○○○に居住しております。両親が亡くなり空き家となった

実家の管理等で行き来しておりましたが、農地の今後については元々農業

には従事することがなかったため○○○○さんに相談したところ、快く承



諾して頂き所有権移転手続きを行えるようになりました。 

        譲受人の申請理由、○○○○さんは現在○○○○○○○○として勤めて

おり休日等に農業に従事しております。遠戚関係にある○○○○さんより

相談を受け、当該農地は現在耕作している農地の隣接地でもあり、耕作に

も利便性が良いため、受贈し母畑開パ事業償還金残り１４年の償還を引き

継いでいくこととしました。 

        以上調査した結果、この案件は両者の信頼関係があっての権利移転無償

贈与で問題ありませんので皆様のご審議よろしくお願いいたします。 

・議  長   只今報告のあった農地法第３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。 

（「異議なし」の声あり） 

・議  長   それでは異議のないものと認め、議案第１号 農地法第３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。  

つづいて第３条第１項番号３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３条第１項３番 譲渡人○○○○、譲受人○○○○の件を調査

した結果を報告いたします。 

        １月９日午前９時より譲受人○○○○、最適化推進員の福田正三、私の

３人で現場確認をしました。譲渡人○○○○は仕事のため譲受人○○○○

に一切をお任せするとのことです。 

        場所は県道母畑須賀川線の八幡屋寮から東に５００ｍほど行き道路左

側の所です。地番は○○○○○○○○の１２ ３０８㎡の畑です。 

        この畑は現在休耕田で雑地になっています。譲受人○○○○が耕作した

いとの申し出があった為、譲受人に無償贈与することになったそうです。 

        周りは畑ですので特別支障があるとは思えません。 

        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ほ

どよろしくお願いいたします。 

・議  長   只今報告のあった農地法第３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。 

（「異議なし」の声あり） 

・議  長   それでは異議のないものと認め、議案第１号 農地法第３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。 

 

 

（３）議案第２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の

件  

 

・議  長   次に、議案第２号農農地法第５条第１項の規定による許可申

請に対する意見決定の件を議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

・事務局長  （議案朗読） 

この土地についてでありますが、申請人につきましては娘夫婦と同居す

ることになっており、住んでいる○○○○は手狭のため、近くの○○○○

名義の土地を使用貸借し、住宅を建築し住まわせることにしたとのことで

あります。使用貸借する土地は農地ですが、都市計画法で第１種住居地域

に用途地域が指定されており、第３種農地となります。転用できる農地と

なります。以上説明を申し上げました。 

・議  長   まず、第５条第１項番号１ですが、３番金沢委員は第５条第１項１番の

申請書の作成者ですので、農業委員会等に関する法律第３１条 議事参与

の制限により退席を求めます。 

・金沢和則委員 今の申請人のところで○○○○となっていますが、あくまで申請人は○

○○○なので役員はいらない。名義は○○○○、○○○○の役員誰々とな

っているわけではないので、○○○○から○○○○に使用貸借をするとう

ことです。 

・事務局長   そうしますと、ここでは○○○○は入れといたほうがよろしいのでしょ

うか。 

・金沢和則委員 入れといて構わないですが職業としては宗教法人。 

・事務局長   それでは申し訳ありませんこちらの認識不足で、今３番金沢委員よりあ

りましたとおり所有者は○○○○が所有者だということで、○○○○の代

表役員としてお名前が載っているとのことありますので○○○○○○○

○という位置づけでありますので職業という位置づけではないんですが

手書きの役員というところについては削除願いたいと思います。 



        （金沢委員退席） 

        調査されました遠藤委員に報告を求めます。 

・遠藤武重委員 農地法第５条第１項番号１の農地転用と権利の設定の確認調査の報告を

したいと思います。 

        調査日が平成３１年１月１０日 午前９時３０分より被設定人の○○

○○と、私と最適化推進委員の小池力さんと事務局長の添田さんと、近内

係長と三瓶主査の６名で○○○○○○○○の現地で調査しました。 

        場所は鹿ノ坂の信号を公民館方面へ２０ｍほど入った左側にある○○

○○の２３０㎡の畑で休耕地となっています。 

        被設定人と設定人の関係は被設定人の○○○○さんは○○○○で、設○

○○○でもあります。 

        転用の目的と選定理由必要性は現在、○○○○として○○○○に居住し

ておりますが、この度娘婿が○○○○同居する事になり手狭になる事から、

別に住宅を建築し別居することとし、○○○○に近い住宅建築に適した土

地が必要となります。○○○○の土地を使用貸借することとすると、条件

に適している土地が申請地以外にはないことから、農地ではありますがや

むを得ず○○○○○○○○の畑２３０㎡を選定し、今回の申請となりまし

た。 

        申請地の隣接状況は申請地に隣接する農地はなく農業用用排水または、

日照を阻害する恐れもありません。進入路を除き既存の石積又は外壁があ

り、土砂の流出等の恐れはありません又、汚水等は合併浄化槽から町道の

既存側溝に流します。雨水は地下浸透と一部は町道の既存側溝に流出する

ので問題ありません。 

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

願いいたします。 

・議  長   只今報告のあった農地法第５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   それでは異議のないものと認め、議案第２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。 

       金沢委員の入場を認めます。 



       （金沢委員入場） 

     

 

（３）議案第３号  

   農地中間管理事業に係る農業経営基盤強化促進法第１８条第１

項の規定による農用地利用集積計画の諮問に対する意見決定の

件  

 

・議  長    次に、農地中間管理事業に係る農業経営基盤強化促進法第

１８条第１項の規定による農用地利用集積計画の諮問に対

する意見決定の件を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

・事務局長  （議案朗読） 

・議  長   只今説明のありました農地中間管理事業に係る農業経営基盤

強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計

画の諮問に対する意見決定の件について、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３号農地中間管理事業に係る農業

経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利

用集積計画の諮問に対する意見決定の件について承認するもの

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１時５２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とする



ため署名する。  

  

           平成３１年１月１５日  

            石川町農業委員会  

            議事録署名人   ３番           

                    ６番           

 


