
第４回石川町農業委員会総会議事録 

 

１．  招集年月日   平成３１年４月１６日（火）  午後１時３０分  

 

２．  招集場所    石川町役場  ３階  正庁議場  

 

３．  議案  

 

（１）議案第１１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１２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１３号  

   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   ８名  

１１番  添田   勉  １２番  藤田  浩伸  １３番  小林  富男  

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   なし  

 

事務局    事務局長  佐藤  康博  

庶務係長  三瓶  桂治  

書   記  矢内  康裕  

 



・議  長   本日の出席は１７名です。定足数に達しておりますので、只今より第４

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） 

それでは異議ないものと認め、３番金沢和則委員  ４番芳賀正幸

委員を指名いたします。 

 

 

（１）議案第１１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   議事に入ります。議案第１１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。事務局長の説明を求めま

す。 

・事務局長  （議案朗読） 

・議  長   農地法第３条第１項番号１を調査されました遠藤武重委員に報告を求め

ます。 

・遠藤武重委員 農地法第３条第１項１番の所有権移転（賃借権）の確認調査の報告をい

たします。 

        調査は平成３１年４月１１日午前１０時３０分より、被設定人の○○○

○と、設定人の○○○○は仕事の都合により欠席で、私と最適化推進委員

の小池力さんの３名で○○○○○○○○の現地で調査しました。 

        場所は県道石川白河線の王子平の信号を右折して３００ｍほど行った

左側で○○○○○○○○にある畑、○○○○○○○○の１，２０７㎡で被

設定人の○○○○が牧草地として昨年より利用しています。 

        設定人の申請理由、設定人の○○○○は、苗木等を作付していましたが、

手入れが大変で管理することが出来なくなり荒廃地となってしまうので、

隣接地にある被設定人の○○○○に相談したところ、借り受けて牧草地と

して利用していただく事になりました。 

        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１１号 農地法第３条第１項番号１につ

いては承認するものと決定いたします。 

        続いて農地法第３条第１項番号２を調査しました遠藤武重委員の報告

を求めます。 

・遠藤武重委員 農地法第３条第１項２番の所有権移転（交換）の確認調査の報告をいた

します。 

        調査日は平成３１年４月１１日午前９時５０分より、譲受人の○○○○

と、譲渡人の○○○○と、代理人の○○○○行政書士法人の社員の方と、

私と、最適化推進委員の小池力さんの５人で○○○○○○○○の現地で調

査しました。 

        場所は県道石川矢吹線を王子平の信号から矢吹方面へ２．５ｋｍ行った

○○○○○○○○の町道を右へ２０ｍ入った所にある田、○○○○○○○

○の１５９㎡です。 

        譲渡人の申請理由、譲渡人の○○○○は、譲受人の○○○○から田、○

○○○○○○○の１４㎡と○○○○○○○○の４６㎡を譲渡人の○○○

○の田、○○○○○○○○○１５９㎡と交換する事としました。 

        譲受人の申請理由、譲受人の○○○○は、譲受人の○○○○から田、○

○○○○○○○１５９㎡と譲受人所有の田、○○○○○○○○３、１４㎡

と○○○○○○○○の４６㎡と交換する事としました。 

        以上、調査した結果、交換ということで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１１号 農地法第３条第１項番

号２について承認するものとして決定いたします。  

続いて農地法第３条第１項番号３を調査しました遠藤武重委員の報告



を求めます。 

・遠藤武重委員 農地法第３条第１項３番の所有権移転（贈与）の確認調査の報告をいた

します。 

        調査日は平成３１年４月１１日午前１０時より、譲受人の○○○○と、

譲渡人の○○○○と、私と、最適化推進委員の小池力さんの４人で○○○

○○○○○の田１，９６０㎡の現地で調査しました。 

   場所は県道石川矢吹線を王子平の信号から矢吹方面へ、２．５ｋｍ行っ

た○○○○○○○○手前を左へ町道を５００ｍ行った所にある○○○○

○○○○の田１，９６０㎡で現在作付されています。 

  譲渡人の申請理由、譲渡人の○○○○は、○○○○○○○○に在住して

いて田の作付が出来なく現在まで、親戚でもある譲受人の○○○○に長年

作付を依頼してきた事から○○○○○○○○の田１，９６０㎡を贈与の運

びとなりました。 

  譲受人の申請理由、譲受人の○○○○は、譲渡人の○○○○から○○○

○○○○○の田１，９６０㎡を贈与の相談を受け、申請の運びとなりまし

た。規模拡大を考えている事からこれからも頑張りたいとのことです。 

  以上、調査した結果、この案件は問題ありませんでしたので皆様の審議

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１１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。 

続いて農地法第３条第１項番号４を調査した仲田昌勝委員の報告を求

めます。 

・仲田昌勝委員 ３条第１項４番の所有権移転調査結果を報告いたします。４月７日日曜

日午後１時から譲受人○○○○、譲渡人○○○○、最適化推進委員齋藤英

幸さんに立会を頂き私を含めた４人で現地確認を実施いたしました。 

  当該地は○○○○○○○○、地目畑、地積２２８㎡の○○○○○○○○

と広域農道の○○○○○○○○を西側約５０ｍの広域農道北側沿いの場

所です。  



  譲受人は住所○○○○○○○○、氏名○○○○、譲渡人は住所○○○○

○○○○、氏名○○○○、移転事由は売買による所有権移転です。 

  当該地は、譲渡人○○○○が野菜畑として利用していますが、今回譲受

人の○○○○が退職を機に当該地に隣接している自己所有の畑と併せて

野菜を栽培したいと考えたことと、当該地が出入りに便利であることから

譲渡人にお願いしたところ、当該地は地形も悪く面積も小さいことと、以

前から不便な状況を理解しており、野菜栽培を応援したい気持ちから快く

快諾して頂きました。権利移転後は、野菜畑として利用管理していくとの

ことです。  

  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

審議宜しくお願いします。以上です。 

・議  長   只今報告のあった農地法第３第１項番号４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１１号 農地法第３条第１項番

号４について承認するものと決定いたします。  

  続きまして、農地法第３条１項５番を調査した芳賀正幸委員の報告を求

めます。 

・芳賀正幸委員 農地法第３条１項５番譲渡人○○○○、譲受人○○○○の件を調査した

結果を報告します。 

  ４月５日午前８時３０分より、譲渡人○○○○は高齢のため、譲受人○

○○○に委任しますとのことです。最適化推進委員の福田正三さんと譲受

人の○○○○と私の３人で現地確認をしました。 

  場所は、広域農道、浅川・平田線北山、○○○○○○○○から南に５０

０ｍ下って、道路右側に１００ｍ入った所です。地番は、○○○○○○○

○で、畑１，３３７㎡です。この畑は現在休耕畑です。 

  隣接地にある譲受人の○○○○が耕作したいとの申し出があったため

譲受人に売り渡すとのことです。周りが譲受人所有の田と畑ですので、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でしたので、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５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１１号 農地法第３条第１項番

号５について承認するものと決定いたします。  

  続きまして、農地法第３条１項６番を調査した緑川一男委員の報告を求

めます。 

・緑川一男委員 農地法第３条１項６番の現地調査の結果を報告致します。 

  現地確認は平成３１年４月７日午前９時より譲受人の○○○○、譲渡人

の○○○○、最適化推進委員の添田勉さんと私の４名で実施しました。 

  場所は山白石経由、県道石川浅川線の○○○○○○○○から東へ５００

ｍ位行った、○○○○○○○○、地目田、面積１，４１７㎡です。  

  譲渡人は当該地から遠いのと長年に渡り貸していたので無償贈与する

とのことでした。譲受人は当該地と隣接し祖父の時から借りていたので、

その土地を引き受けて耕作管理するとのことでした。 

  固定資産課税細目も確認しましたので問題ない案件かと思いますので、

皆様の審議よろしくお願い致します。 

・議  長   只今報告のあった農地法第３第１項番号６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１１号 農地法第３条第１項番

号６について承認するものと決定いたします。  

  続きまして、農地法第３条１項７番を調査した角田義光委員の報告を求

めます。 

・角田義光委員 農地法第３条１項７番、貸付人○○○○、借受人○○○○との件を調査

した結果を報告いたします。 

  去る４月６日午前９時より、借受人の○○○○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。貸付人の○○○○は、一切

を○○○○にお任せするとのことでした。 

  場所は、県道石川矢吹線より○○○○○○○○へ４００ｍほど行き、左

折して１００ｍほど入った、地番が○○○○○○○○の１，１２１㎡の水



田です。 

  申請理由としては、貸付人の○○○○が、家族の健康上の理由により作

付が困難となり、水田が隣接している○○○○に耕作をお願いしたところ、

承諾していただき、今後、○○○○が作付していくということです。周り

は水田で、借受人の水田と隣接している場所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

どよろしくお願いします。 

・議  長   只今報告のあった農地法第３第１項番号７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１１号 農地法第３条第１項番

号７について承認するものと決定いたします。  

   

 

（２）議案第１２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１２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） 

農地法第５条第１項番号１についてですが、事業計画者は宅地の保全及

び駐車場の確保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種農地でございます。 

次に農地法第５条第１項番号２についてですが、事業計画者は宅地の保

全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２種農地

でございます。 

次に農地法第５条第１項番号３についてですが、事業計画者は宅地の移

転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２種農地

でございます。以上です。 



・議  長   農地法第５条第１項の規定による許可申請番号１を確認した私の代わり

に、近内繁治農地利用最適化推進委員に報告を求めます。 

・近内繁治委員 農地法第５条第１項１番農地転用現地確認調査の報告を致します。 

  報告の前に、この案件については顛末書が添えられていますので朗読し

ます。 

        （顛末書朗読） 

  調査日が平成３１年４月１１日午前１０時より、現地に於いて譲渡人○

○○○、譲受人○○○○立会いのもと事務局長佐藤康博さん、係長三瓶さ

ん、主事矢内さん、佐藤会長、最適化委員の私の５名にて手続きを代行し

ております○○○○より手続き内容等を伺いました。 

  場所は、○○○○○○○○より矢吹方面へ約５００ｍ向い、○○○○○

○○○近く県道沿い右側の地点です。地番が○○○○○○○○地目が畑、

面積が３筆で２９２㎡です。現況は顛末書にあるように申請農地の３分の

２が宅地保全のため擁壁が設置され宅地の敷地庭として利用され、残り県

道沿が敷砂利等で駐車場として利用されております。 

  譲受人の○○○○は○○○○○○○○に住んでおりましたが、定年後地

方での生活をしたいということで平成１８年既存住宅を購入しました。購

入の際充分な説明が有ればとの悔いはありますが、この際適正な手続きを

通し農地転用をして頂き譲り受けて、終の柄として趣味の家庭菜園、地域

の皆さんとの交流など、この地で安心して暮らして行きたいとのことです。

譲渡人の○○○○は、平成６年故○○○○が住宅を建築する際、当時父が

○○○○○○○○に勤務し遠戚関係にもあることから、いわゆるなあなあ

の関係で当該農地を擁壁の設置により宅地の拡張を黙認して、現在まで至

ってしまった事から現況での転用手続きを行ない譲り渡す事としました。 

  以上この案件には問題はありましたけれども、関係当局の指導と適正な

手続きにより申請されておりますので、本委員会においての皆様の審議宜

しくお願い致します。 

・議長  只今説明のあった農地法第５条第１項番号１について何かご意見等ご

ざいませんか。 

・金沢和則委員 事務局に質問ですが、顛末書の報告先が石川町農業委員会長となってお

ります。農地法第５条なので許可権者は県知事にあると思います。今後の



参考までに、顛末書の宛先が石川町農業委員会長でよいのでしょうか。 

・事務局長  質問にお答えします。顛末書の報告先について、私たちの控えでも確認

させていただきましたが確かに石川町農業委員会長となっておりました。 

 報告先につきましては、金沢委員がおっしゃる通りだと存じます。書類に

ついてはすでに県に進達されていますが、代理人に再提出を求め差し替え

等の手続きを行ってまいります。今後は事務局の事務の確認を徹底してい

きたいと思います。 

・議長  その他、意見等ありませんか。 

  （「なし」の声あり） 

  無いようですので、議案第１２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。 

・近内繁治委員 都合によりここで退席させていただきます。 

・議長  事務局に確認しましてやむを得ない事情として確認しましたので許可

します。 

 （近内繁治委員退席） 

  続いて農地法第５条第１項番号２を調査されました遠藤武重委員に報

告を求めます。 

・遠藤武重委員 農地法第５条第１項２番の農地転用と権利の設定の確認調査の報告をし

ます。 

  調査日が平成３１年４月１１日午前９時３０分より、譲受人○○○○と、

譲渡人の○○○○と、代理人の○○○○の社員２名と私と、最適化推進委

員の小池力さん、事務局長の佐藤さん、三瓶係長と矢内主事の９名で○○

○○○○○○の現地で調査しました。 

  場所は、県道石川矢吹線の王子平の信号を矢吹方面へ２．５ｋｍ行った

○○○○○○○○の町道を右へ２０ｍ入った所にある、○○○○○○○○、

１４㎡、○○○○○○○○、４６㎡です。 

  譲受人と譲渡人の関係、譲受人の○○○○の実家と、譲渡人の○○○○

は、親戚で隣に住んでおり現在も親しく付き合いがあります。 

  転用の目的と選定理由と必要性、事業の必要性として実家敷地と西側に

隣接する土地との間に、ブロック塀を設置して宅地の保全を図りたい事と

土地の境が不明確であったことや、進入路が狭く出入りに支障をきたすこ



とから、譲渡人の○○○○と、相談したところ譲渡人の○○○○の○○○

○○○○○、１４㎡田と○○○○○○○○、４６㎡田と、譲受人の○○○

○の○○○○○○○○１５９㎡田を交換してブロック塀を設置する事と

しました。申請地は農地でありますが、やむなく決定しました。 

  申請地の隣接状況、申請地は、ブロック塀で高さは１ｍ位、土地の境も

明確になり農地への土砂等の流出もなく、日照被害等の支障もありません。 

  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  只今説明のあった農地法第５条第１項番号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） 

  異議のないものと認め、議案第１２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を調査されました遠藤武重委員に報

告を求めます。 

・遠藤武重委員 地法第５条第１項３番農地転用と権利の設定の確認調査の報告とします。 

  調査日が平成３１年４月１１日午前９時より、土地所有者の○○○○は

欠席で、事業計画者○○○○と、申請代理人の行政書士の○○○○と、私

と、最適化推進委員の小池力さんと、事務局長の佐藤さん、事務局の三瓶

係長と矢内主事とで、○○○○○○○○の現地で調査しました。なおこの

案件は、平成３１年１１月１６日の農業委員会総会において石川町農業振

興地域整備計画変更で審議され承認された案件です。 

  場所は、県道石川矢吹線の王子平の信号から矢吹方面へ２ｋｍ入った右

側にある所で○○○○○○○○，３６３㎡の内６４３．１５㎡の田で現在

作付されておりません。 

  変更の目的及び変更の必要性、現在の住宅は、崖地に建設されており危

険であるため、早急に移転しなければならない事から、選定用件として農

業の作業場や倉庫があるため、東南防止の面や農作業のし易さを考慮し、

自宅敷地に近く傾斜地や崖地でないことを考慮し○○○○○○○○の田

２，３６３㎡の内６４３．１５㎡を農地ではありますが、やむなく選定し、

今回の申請となりました。 



  申請地の隣接状況、申請地は隣接する農地は申請人の農地で日照を阻害

することはありません。また雨水は、自然浸透及び西側道路側溝へ流出し

ます。汚水は合併処理浄化槽より処理し西側道路側溝へ放流します。 

  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  只今説明のあった農地法第５条第１項番号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） 

  異議のないものと認め、議案第１２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。 

 

 

（３）議案第１３号  

   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決定の件  

 

・議  長   次に、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   審議に入る前に議案第１３号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について５番緑川

一男委員は当事者ですので、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。 

  （緑川一男委員退席） 

  只今説明のあった農地法第５条第１項番号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） 

  異議のないものと認め、議案第１２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。 

  緑川一男委員の入室を認めます。 



  （緑川一男委員入室） 

  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３１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４月１６日  

            石川町農業委員会  

            議事録署名人   ３番           

                    ４番           


