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第31回 喜多方市農業委員会総会議事録 

 

１  開催の日時及び場所 

   日 時  令和２年６月19日（金）午後1時30分 

   会  場  塩川ふるさと会館 会議室 

 

２  委員定数  19名 

 

３ 本日の総会に出席した委員 

    会     長  19番 京野 貞夫 

    会長職務代理者  18番 齋藤 澄子 

    委     員  

1番 高野 進     2番 山田 義人   3番 岩渕善一郎 

4番 高橋 良臣   5番 菅井 大輔    6番 山口 孝信 

8番 佐藤 健一     9番 長谷川庄次    10番 木戸 賢治     

11番 大堀美栄子    12番 酒井 健一    13番 平田 恭一     

14番 大津 康男    15番  田代 宏昭  16番 穴澤 一彦     

17番 湯上 重幸 

 

４ 本日の総会に欠席通告した委員 

     7番 蓮沼喜代志 

 

５ 本日の総会に遅参通告した委員 

なし 

 

６ 本日の総会で報告される事項は次のとおり 

報告第74号 会務報告について 

報告第75号 農地法第18条第６項の規定による通知について 
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報告第76号 農地法施行規則第29条第１項第１号の規定による届出に

ついて 

報告第77号 喜多方市農地利用最適化推進委員の退職について 

 

７ 本日の総会に提案される議案は次のとおり 

議案第204号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

議案第205号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

議案第206号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

議案第207号 現況確認証明申請について 

議案第208号 農用地利用集積計画について 

議案第209号 農用地利用配分計画（案）について 

議案第210号 喜多方市農業委員の辞任について 

 

８ 農業委員会事務局職員 

事務局長      高 橋 喜一郎 

次長兼農地係長   渡 部   仁 

熱塩加納総合支所産業建設課（農業委員会事務局職員併任） 

副主任主査     齋 藤 清 孝 

塩川総合支所産業建設課（農業委員会事務局職員併任） 

主  事      渡 部  涼 

山都総合支所産業建設課（農業委員会事務局職員併任） 

主  査      小 林  さおり 

高郷総合支所産業建設課（農業委員会事務局職員併任） 

主  査      渡 部 智 恵 

 

９ 会議の概要 

○会長（あいさつ） 

本日の総会には、報告４件、議案７件を予定しております。皆様方

のご協力をいただき、スムーズに進めさせていただくことをお願い申
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しあげ、ごあいさつに代えさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

 

（開  会） 

○議長 

欠席委員は、7番 蓮沼喜代志委員であります。 

定足数に達しておりますので、これより第31回喜多方市農業委員会

総会を開会いたします。 

○議長 

会期は、本日一日間とすることにご異議ございませんか。 

 （異議なしの声あり） 

○議長 

ご異議なしと認めます。 

よって、会期は本日一日間と決しました。 

○議長 

議事録署名委員は、議長より指名してご異議ございませんか。 

 （異議なしの声あり） 

○議長 

ご異議なしと認めます。 

よって、議事録署名委員には、5番 菅井大輔委員、6番 山口孝信

委員を指名いたします。 

 

（報告事項） 

○議長 

はじめに、報告第74号から報告第77号までの報告事項を議題といた

します。 

事務局より一括して内容の報告をさせます。 

 

報告第74号 会務報告について 
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○事務局（高橋事務局長） 

〔１件を朗読、説明。〕 

 

報告第75号 農地法第18条第６項の規定による通知について 

○事務局（渡部次長兼農地係長） 

〔８件を朗読、説明。〕 

 

報告第76号 農地法施行規則第29条第１項第１号の規定による届出に 

ついて 

○事務局（渡部次長兼農地係長） 

〔３件を朗読、説明。〕 

 

報告第77号 喜多方市農地利用最適化推進委員の退職について 

○事務局（高橋事務局長） 

〔１件を朗読、説明。〕 

 事前に高野委員よりご質問いただきました、「退職に対する根拠法令

について教えていただきたい」ということでありますが、農業委員や推

進委員の死亡に関する退職につきましては法令には何ら記載されてお

りません。もし、死亡された場合は退職ということで、これは法令に上

げるまでもないということでございます。以上です。 

○議長 

それでは、事前に実情並びに現地調査をされました、報告第76号 農

地法施行規則第29条第１項第１号の規定による届出の№１、№２につい

ては、16番 穴澤一彦委員、№３については、13番 平田恭一委員より現

地調査の結果、並びに補足説明がありましたら報告を求めます。 

○穴澤一彦委員 

〔報告第76号の№１、№２について、現地調査の結果並びに補足説明〕 

16番穴澤です。まず、案件No.1についてご報告いたします。6月9日16

時半より、岩渕農業委員と私、渡部次長、申請人の○○○氏はお父さん
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に立会いいただきました。北側のパイプハウスが道路拡幅のため無くな

るということで、申請地に農作業小屋ということではなくパイプハウス

を移設するということでした。周辺は畑でありましたが、影響を及ぼす

ことはないと判断してまいりました。続きまして、No.2の説明をいたし

ます。同日の16時50分より、岩渕農業委員と私、渡部次長、○○○氏本

人の立会いで現地の確認と聞き取り調査を行いました。先ほど事務局よ

りご説明がございましたが、○○○氏は○○○のところで車屋を営んで

いましたが、辞めて新規で農業を始めるそうです。現在は、○○○で何

件か農地を耕作しているそうですが、将来は育苗ハウスを建築したいと

いうことでした。今回は、その入り口側に農機具格納庫を建てたいとい

うことでしたが、周辺の農地に影響を及ぼすこともないため、問題はな

いと判断いたしました。以上です。 

○平田恭一委員 

〔報告第76号の№３について、現地調査の結果並びに補足説明〕 

13番平田です。案件No.3について現地調査の結果をご報告いたします。

去る6月11日午前8時45分頃より、申請人○○○氏とご家族の方々、代理

人の○○○行政書士立会いの下、事務局から渡部次長、渡部主事、大津

委員と私で現地調査並びに聞き取り調査を行いました。本案件は、農機

具格納庫を建設するためのものでございますが、200平方メートル未満

のため届け出となっております。申請地の東側及び北側は届出人の宅地、

南側は市道にそれぞれ隣接しているため問題ありません。西側は第三者

所有の宅地と隣接しておりますが、敷地全体に砕石を敷いて土砂の流出

等がないようにしますとのことでした。現地を確認してきましたところ、

第三者所有の宅地との境界部分には、既に土留めコンクリート壁が設置

されており、土砂の流出等は考えられませんでした。以上より、本案件

に特に問題はないと判断いたしました。以上です。 

○議長 

ありがとうございました。 

それではここで、報告第74号から報告第77号までの報告事項につい
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て、ご意見、ご質問等を頂戴したいと思います。ございませんか。 

 （なしの声あり） 

○議長 

ご意見、ご質問なしと認めます。 

お諮りいたします。報告第74号から報告第77号は、事務局報告のと

おり了承することにご異議ございませんか。 

 （異議なしの声あり） 

○議長 

ご異議なしと認めます。 

よって、報告第74号から報告第77号は了承することにしました。 

 

（議案審議） 

○議長 

議案審議に入ります。 

「議案第204号 農地法第３条第１項の規定による許可申請につい

て」を議題といたします。 

事務局より朗読・説明をさせます。 

○事務局（渡部次長兼農地係長） 

〔使用収益権設定１件、権利設定２件を朗読、説明。〕 

○議長 

それでは、事前に実情並びに現地調査をされました、使用収益権設

定の№１については、17番  湯上重幸委員、権利設定の№１、№２に

ついては、14番  大津康男委員より現地調査の結果、並びに補足説明

がありましたら報告を求めます。 

○湯上重幸委員 

〔使用収益権設定の№１について、現地調査の結果並びに補足説明〕 

17番湯上です。案件No.1についてご説明申し上げます。まず、この

お二方は住所が違いますが、親子でございます。去る6月9日に息子さ

んとお会いしまして、内容の聞き取り調査を行いました。現在も水田
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の作付けをしておりますので、本申請に伴う権利の取得については周

辺農地に支障を及ぼすことなく、適正な管理がなされると判断してま

いりました。以上です。 

○大津康男委員 

〔権利設定の№１、№２について、現地調査の結果並びに補足説明〕 

14番大津です。案件No.1、No.2についてご説明申し上げます。去る6

月9日13時より譲受人である○○○氏宅で聞き取り調査を行いました。

権利を取得する畑としては、○○○平方メートル。先ほど事務局よりご

説明がありました通り、2筆は権利設定、もう1筆は基盤法の利用権によ

るものです。申請理由は、ミニトマトを栽培するためでありまして、現

況の畑は耕作管理されており、今年は土壌管理をするということでした。

ミニトマト用のビニールハウスの手配は完了してあるそうです。○○○

氏は現在ミニトマト農家にアルバイトで働いており、勉強中とのことで

あります。以上のことから、本申請に伴う権利の取得には周辺農地に支

障を及ぼすことなく、適正な管理がなされるものと判断いたしました。

以上です。 

○議長 

ありがとうございました。 

それではここで、議案第204号について審議します。 

ご意見、ご質問等を頂戴したいと思います。ございませんか。 

 （なしの声あり） 

○議長 

ご意見、ご質問なしと認めます。 

お諮りいたします。議案第204号について、原案のとおり可決する

ことに、ご異議ございませんか。 

 （異議なしの声あり） 

○議長 

ご異議なしと認めます。 

よって、議案第204号については、原案のとおり可決することに決
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定いたしました。 

 

○議長 

続きまして、「議案第205号 農地法第４条第１項の規定による許可

申請について」を議題といたします。 

事務局より朗読・説明をさせます。 

○事務局（渡部次長兼農地係長） 

〔２件を朗読、説明。〕 

○議長 

それでは、事前に実情並びに現地調査をされました、№１、№２に

ついて、16番 穴澤一彦委員より現地調査の結果、並びに補足説明が

ありましたら報告を求めます。 

○穴澤一彦委員 

〔№１、№２について、現地調査の結果並びに補足説明〕 

16番穴澤です。案件No.1についてご説明申し上げます。6月9日16時よ

り岩渕農業委員と私、渡部次長、○○○氏は欠席で、代理人の○○○

行政書士出席で現地確認を行いました。先ほど説明ございましたが、

家の方が増設しており、雪捨て場ということでの申請でございますが、

申請地の北側が道路になっておりまして、そのそばに農業用用水路は

なく、畑はございますが、休耕地となっております。周辺農地に支障

を及ぼすことはないと判断いたしました。続きまして、案件No.2につ

いてご報告いたします。同日の17時10分より、岩渕農業委員と私、渡

部次長、○○○氏出席、○○○行政書士も出席しております。これも

道路拡幅のために浄化槽を家の裏に移設するという案件でございま

す。排水側の高さがかなり低いので、そんなに地盤から露出すること

もなく、周辺の農地は自作地であるそうなので、問題はないと判断い

たしました。以上です。 

○議長 

ありがとうございました。 
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それではここで、議案第205号について審議します。 

ご意見、ご質問等を頂戴したいと思います。ございませんか。 

 （なしの声あり） 

○議長 

ご意見、ご質問なしと認めます。 

お諮りいたします。議案第205号について、原案のとおり可決する

ことに、ご異議ございませんか。 

 （異議なしの声あり） 

○議長 

ご異議なしと認めます。 

よって、議案第205号については、原案のとおり可決することに決

定いたしました。 

 

○議長 

続きまして、「議案第206号 農地法第５条第１項の規定による許可

申請について」を議題といたします。 

事務局より朗読・説明をさせます。 

○事務局（渡部次長兼農地係長） 

〔権利設定１件、所有権移転４件を朗読、説明。〕 

○議長 

それでは、事前に実情並びに現地調査をされました、権利設定の№

１については、13番 平田恭一委員、所有権移転の№１、№２、№３

については、3番 岩渕善一郎委員、所有権移転の№４については、16

番 穴澤一彦委員より現地調査の結果、並びに補足説明がありました

ら報告を求めます。 

○平田恭一委員 

〔権利設定の№１について、現地調査の結果並びに補足説明〕 

13番平田です。案件No.1についてご報告いたします。去る6月11日午

前9時5分頃より、被設定人○○○氏と代理人の○○○行政書士立会
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いの下、事務局から渡部次長、渡部主事、大津委員と私で現地調査

並びに聞き取り調査を行いました。本案件は自動車販売のための、

店舗、倉庫、駐車場を建設するための申請でありますが、既に建物

は完成されておりまして、顛末書付きの申請であります。申請地の

土地利用計画にあたりましては、土砂の流出防止措置及び、農業用

用排水施設に支障を及ぼさない措置として擁壁工事を行う。周辺農

地に支障を及ぼさない措置としては、建物の高さを低くして、日照

に支障がないようにするとのことでした。敷地周辺は、土留め擁壁

や排水側溝が整備されており、法面はきれいに成形されておりまし

た。さらに、駐車場部分はコンクリート舗装が施されておりました。

以上のことから、本案件の申請につきましては特に問題はないと判

断いたしました。以上です。 

○岩渕善一郎委員 

〔所有権移転の№１、№２、№３について、現地調査の結果並びに補

足説明〕 

3番岩渕です。まず、No.1の案件につきましてご報告いたします。去

る6月9日15時25分頃より、譲受人○○○氏の代理の○○○氏出席、譲渡

人○○○氏代理○○○行政書士出席、委員会からは穴澤委員と私、渡部

次長で聞き取りおよび現地調査を行いました。現地は、田と畑の7筆で

合計○○○平方メートル、昨年まで稲作をされていた土地でございます。

13区画の宅地分譲・造成をする予定でございます。既に区画整理がなさ

れており、三方が道路に面しておりますので、土砂の流出がないように

造成をするとのことでした。雨水は地下浸透、三方に設けられている道

路の側溝へ排出、生活排水については、分譲各区ごとに合併浄化槽を設

置し、側溝へ排出しますとのことでした。営農条件に対する支障につき

ましては、西側に農地がございますが、道路を挟んで位置しており、支

障はないものと判断いたしました。次にNo.2についてご報告いたします。

去る同日の15時5分頃より、譲受人○○○氏、譲渡人○○○氏出席で、

穴澤委員と私、事務局から渡部次長で聞き取りおよび現地調査を行いま
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した。事務局説明があった通り、宅地分譲のために転用する案件であり

まして、現地は区画整理事業実施地区で既に周辺は住宅が建っておりま

す。転用による土砂の流出については、既に造成工事が行われており心

配はありません。周辺に農地はなく、営農条件に及ぼす支障はありませ

ん。最後にNo.3についてご報告いたします。同日15時40分頃より、譲受

人○○○氏、譲渡人○○○氏、穴澤委員と私、渡部次長で聞き取りおよ

び現地調査を行いました。譲渡人は、定年退職後に自動車販売の起業を

予定しており、事務所・車庫の用地として譲渡人が不作付け地である申

請地を譲り受け、造成・立地するという案件でございます。土砂の流出

については、造成時に十分締め固めを行うとのことです。用排水に対す

る支障については、付近に農業用水施設はございません。周辺農地の営

農条件に支障を及ぼすことの無いよう、十分距離を置いて建築するとの

ことでした。以上の3件は特に問題はないと判断いたしました。 

○穴澤一彦委員 

〔所有権移転の№４について、現地調査の結果並びに補足説明〕 

16番穴澤です。案件No.4についてご報告いたします。6月9日16時20

分より譲渡人○○○氏のお父様、譲受人の○○○氏のお父様が代理

で出席しております。委員会より岩渕農業委員と私、渡部次長で現

地の確認と内容の聞き取りを行いました。図面では見えにくいので

すが、道路拡幅で既存の住宅が道路になってしまうということで、

南側に住宅を建設するのですが、今まで畑で雪捨て場やビニールハ

ウスもありましたが、住宅を建築する場所がないということでこの

申請地に決まったそうです。周辺農地に影響を及ぼすことはないと

判断いたしました。以上です。 

○議長 

ありがとうございました。 

それではここで、議案第206号について審議します。 

ご意見、ご質問等を頂戴したいと思います。ございませんか。 

〇木戸委員 
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  5条の設定のNo.1と移転No.3についてお聞きします。あくまでも第

一種農地でございますので、それなりの目的がないと転用出来ないわけ

であります。私が次長とお話しした際は、既存施設の拡張ということで

捉えておりましたが、集落接続事業ということで全く意味が異なるもの

ですので、この辺に関しては今後は備考として記載していただきたい。 

〇事務局（渡部次長兼農地係長） 

  木戸委員の方から申し出が農地委員会の時にありましたので、工事

期間のところに第1種、第2種、第3種と書いて、その下に集落接続や既

存施設の拡張などの用途を書き込むように来月からしていきたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

〇議長 

  その他ございませんか。 

    （なしの声あり） 

○議長 

ご意見、ご質問なしと認めます。 

お諮りいたします。議案第206号について、原案のとおり可決する

ことに、ご異議ございませんか。 

 （異議なしの声あり） 

○議長 

ご異議なしと認めます。 

よって、議案第206号については、原案のとおり可決することに決

定いたしました。 

 

○議長 

続きまして、「議案第207号 現況確認証明申請について」を議題と

いたします。 

事務局より朗読・説明をさせます。 

○事務局（渡部次長兼農地係長） 

〔１件を朗読、説明。〕 



 ―― 13 ―― 

○議長 

それでは、事前に実情並びに現地調査をされました、№１について、

18番 齋藤澄子委員より現地調査の結果、並びに補足説明がありまし

たら報告を求めます。 

○齋藤澄子委員 

〔№１について、現地調査の結果並びに補足説明〕 

18番齋藤です。6月11日13時50分頃に現地の確認をしてまいりました

のでご報告いたします。申請人の○○○氏、事務局渡部次長、小林主

査、長谷川委員、生江推進委員、私で行いました。○○○氏は、今報

告がありましたように、○○○地区の出身でございますが、現在は○

○○に住んでいるそうです。何年かは通って耕作なさっていましたが、

○○○にあった自宅を解体してしまった上、高齢のためなかなか戻っ

てこれないそうです。現地は荒れており、かつ山の中で、そこに行く

までが車でも難しく、高齢でトラクターに乗るのはなおさら難しいの

ではないかと判断いたしました。以上です。 

○議長 

ありがとうございました。 

それではここで、議案第207号について審議します。 

ご意見、ご質問等を頂戴したいと思います。ございませんか。 

 （なしの声あり） 

○議長 

ご意見、ご質問なしと認めます。 

お諮りいたします。議案第207号について、原案のとおり可決する

ことに、ご異議ございませんか。 

 （異議なしの声あり） 

○議長 

ご異議なしと認めます。 

よって、議案第207号については、申請書のとおり許可することに

決定いたしました。 
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○議長 

続きまして、「議案第208号 農用地利用集積計画について」を議題

といたします。 

なお、本案件中、農用地利用集積計画の№4、№6、№8を除く案件

について、先に事務局より朗読・説明をさせます。 

○事務局（渡部次長兼農地係長） 

〔№4、№6、№8を除く案件についてを朗読、説明。〕 

○議長 

それでは、議案第208号の農用地利用集積計画の№4、№6、№8を除

く案件についてを審議します。 

ご意見、ご質問等を頂戴したいと思います。ございませんか。 

 （なしの声あり） 

○議長 

ご意見、ご質問なしと認めます。 

お諮りいたします。議案第208号の農用地利用集積計画の№4、№6、

№8を除く案件について、原案のとおり可決することに、ご異議ござ

いませんか。 

 （異議なしの声あり） 

○議長 

ご異議なしと認めます。 

よって、議案第208号の農用地利用集積計画の№4、№6、№8を除く

案件については、原案のとおり可決することに決定いたしました。 

○議長 

続きまして、「議案第208号 農用地利用集積計画の№4、№6、№8

の案件について」を議題といたします。 

なお、本案件につきましては、16番 穴澤一彦委員に関する案件で

あり、農業委員会等に関する法律第31条の規定に基づき議事参与の制

限により、穴澤一彦委員の退席を求めます。 
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 （ 16番 穴澤一彦委員退席 ） 

○議長 

事務局より朗読・説明をさせます。 

○事務局（渡部次長兼農地係長） 

〔№4、№6、№8の案件について、朗読、説明。〕 

○議長 

それでは、議案第208号 農用地利用集積計画の№4、№6、№8の案

件についてを審議します。 

ご意見、ご質問等を頂戴したいと思います。ございませんか。  

 （なしの声あり） 

○議長 

ご意見、ご質問なしと認めます。 

お諮りいたします。 

議案第208号 農用地利用集積計画の№4、№6、№8の案件につい 

て、原案のとおり可決することに、ご異議ございませんか。 

 （異議なしの声あり） 

○議長 

ご異議なしと認めます。 

よって、議案第208号  農用地利用集積計画の№4、№6、№8の案件 

については、原案のとおり可決することに決定いたしました。 

16番 穴澤一彦委員の着席を求めます。 

（ 16番 穴澤一彦委員着席 ） 

 

○議長 

続きまして、「議案第209号 農用地利用配分計画（案）について」

を議題といたします。 

事務局より朗読・説明をさせます。 

○事務局（渡部次長兼農地係長） 

〔利用配分計画（案）１件についてを朗読、説明。〕 
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○議長 

それではここで、議案第209号についてを審議します。 

ご意見、ご質問等を頂戴したいと思います。ございませんか。 

 （なしの声あり） 

○議長 

ご意見、ご質問なしと認めます。 

お諮りいたします。議案第209号については、原案のとおり可決す

ることに、ご異議ございませんか。 

 （異議なしの声あり） 

○議長 

ご異議なしと認めます。 

よって、議案第209号については、喜多方市に対し異議が無い旨の

回答をすることに決定いたしました。 

○議長 

続きまして、「議案第210号 喜多方市農業委員の辞任について」を

議題といたします。 

事務局より朗読・説明をさせます。 

○事務局（高橋事務局長） 

〔１件を朗読、説明。〕 

蓮沼委員から6月3日付けで辞任届の提出がありました。概要であり

ますが、辞任届に記載の通り病気により今後も、委員活動を行うこと

が困難な状況にあります。次のページをご覧ください。辞任届の蓮沼

委員の名前の下に、代理記載者とありますが、この方は弟で○○○在

住の○○○氏であります。蓮沼委員本人が自署できないため、代理で

○○○氏の記載ということであります。 

辞任の理由につきましては、先ほど概要でご説明したとおりであり

ます。 

農業委員会等に関する法律第13条の委員等の辞任の規定について

は、委員は正当な事由があるときは、市町村長及び農業委員会の同意
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を得て委員を辞任することができるという内容であり、病気により委

員としての活動が困難であるということで、正当な事由に該当するも

のと考えられます。なお、退職については市長の同意が必要でありま

すので、農業委員会の同意を決定次第、会議録を添付いたしまして市

担当課である農業振興課へ送付したいと考えております。説明は以上

でございます。 

○議長 

それではここで、議案第210号について審議します。 

ご意見、ご質問等を頂戴したいと思います。ございませんか。 

 （なしの声あり） 

○議長 

ご意見、ご質問なしと認めます。 

お諮りいたします。議案第210号について、原案のとおり可決する

ことに、ご異議ございませんか。 

 （異議なしの声あり） 

○議長 

ご異議なしと認めます。 

よって、議案第210号については、原案のとおり可決することに決

定いたしました。 

○議長 

以上で、本総会の日程はすべて終了いたしました。 

これをもちまして、第31回喜多方市農業委員会総会を閉会といたし

ます。                     

（閉  会）14：38 


