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第32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７月20日（月）午後1時30分 

   会  場  山都保健センター 多目的ホール 

 

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  17番 湯上 重幸 

 

４ 本日の総会に欠席通告した委員 

     16番 穴澤 一彦 

 

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78号 会務報告について 

報告第79号 農地法第18条第６項の規定による通知について 

報告第80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 
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７ 本日の総会に提案される議案は次のとおり 

議案第211号 農地法第３条第１項の規定による許可処分の取消願出 

について 

議案第212号  農地法第５条第１項の規定による所有権移転許可処分 

の取消願出について 

議案第213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 

議案第214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215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216号 現況確認証明申請について 

議案第217号 農用地利用集積計画について 

議案第218号 農用地利用配分計画（案）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３件、議案８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、16番 穴澤一彦委員であります。 

定足数に達しておりますので、これより第32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、8番 佐藤健一委員、9番 長谷川庄

次委員を指名いたします。 

 

（報告事項） 

○議長 

はじめに、報告第78号から報告第80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78号 会務報告について 

○事務局（高橋事務局長） 
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〔１件を朗読、説明。〕 

 

報告第79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） 

〔116件を朗読、説明。〕 

 

報告第80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） 

〔１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、報告第80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について、12

番  酒井健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。 

○酒井健一委員 

〔報告第80号の№１について、現地調査の結果並びに補足説明〕 

12番酒井です。案件No.1について現地調査並びに申請者からの内容の

聞き取り調査を行いました。7月10日午後4時20分頃に現地へ行きました

が、申請者は留守であったことや大雨だったことから調査は断念いたし

ました。そのため、後日改めて私一人で息子さんの○○○さんと現地に

て聞き取り調査を行いました。申請人からの顛末書の提出があり、建物

は農作業所として使用、境界の杭も申請書通りとなっておりました。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78号から報告第80号までの報告事項につい

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） 
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○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78号から報告第80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78号から報告第80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211号 農地法第３条第１項の規定による許可処分の取消

願出について」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。〕 

なお、高野進委員から事前にいただきました「許可のどの段階で公

社所有であることに気づいたのか、申請時の審査に問題があったので

はないか」という質問に回答させていただきます。先月の総会終了後

に台帳を入力している際、所有者が公社であることに気づきました。

申請の審査には、台帳や添付資料の登記簿等の確認をすべきでありま

したが、担当職員が当然行っていると思っておりました。また、申請

書と議案書のチェックを行っていましたが、所有者が異なっていると

いうことに気づかず今回のようなことになってしまいました。二度と

このようなことが無いように、チェック体制を強化していきます。大

変申し訳ございませんでした。 

○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211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211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211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212号 農地法第５条第１項の規定による所有

権移転許可処分の取消願出について」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。〕 

○議長 

それではここで、議案第212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212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。 
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よって、議案第212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213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」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。〕 

なお、高野進委員から事前にいただきました「計画変更や取り消し

はどのような指導を行っているのか」という質問に回答させていただ

きます。まず、次に使用する人が決まっている場合は事業計画の変更

を提出していただいており、次に使用する人が決まっていない場合や

次に使用する人が決まっていても転用の準備や計画ができていない

場合は取り消しの申請をいただいております。こちらでの指導として

は、申請したいと申し出があった段階で、事業計画の変更か取り消し

のどちらかで受け付けるようにしております。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、№１について、

12番  酒井健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。 

○酒井健一委員 

〔№１について、現地調査の結果並びに補足説明〕 

 12番酒井です。案件No.1について現地調査並びに申請者からの内容の

聞き取り調査を行ってきましたのでご報告いたします。7月10日午後3

時15分から申請者○○○さん、代理人○○○行政書士、事務局からは渡

部次長、江川主事、農業委員湯上さんと私で行いました。現地は、事業

計画で変更になり、新たに住宅用地として売買することになりました。

地目は、田及び原野となっておりますが、前は駐車場として利用されて

おり、排水溝等もきちんと整備されておりました。隣接する水路や土地
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に土砂が流出しないように境界面は十分な締固めを行うよう指示して

まいりました。したがいまして、本申請に伴う権利の取得については隣

接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してま

いりました。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213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213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213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214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） 

〔権利設定１件、所有権移転４件を朗読、説明。〕 

なお、高野進委員から事前にいただきました「空き家バンク登録済

みの事実をどのように確認しているか」という質問に回答させていた

だきます。空き家バンクの管理は都市整備課でやっております。ホー

ムページに空き家の写真や間取りがありまして、下の方に売却できる

農地がありますということで総会を通ったものについて表示してお
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ります。この中で、都市整備課に家を買いたいという方が来庁された

際に農地も併せて買いたいという意思表示がある場合は農業委員会

で3条の申請をしていただくということになります。 

○議長 

それでは、事前に実情並びに現地調査をされました、権利設定の№

１については、12番  酒井健一委員、所有権移転の№１については、

16番 穴澤一彦委員が調査をされておりますが、本日は、欠席届けが

提出されております。報告については、報告書を事務局で預かってお

りますので、報告書を読み上げさせます。№２、№３については、6

番  山口孝信委員、№４については、1番  高野進委員より現地調査

の結果、並びに補足説明がありましたら報告を求めます。 

○酒井健一委員 

〔権利設定の№１について、現地調査の結果並びに補足説明〕 

12番酒井です。案件No.1について現地調査並びに申請者からの内容の

聞き取り調査を行いました。両者ともに多忙である為、7月8日午前9

時より電話で聞き取りを行いました。○○○さんとのやり取りでは、

貸すことになった事由、○○○さんとの交渉経緯等聞き取りいたしま

した。後日、現地を確認いたしましたところ、草刈りや水管理を適切

になされておりました。したがいまして、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はなく、適正な管理がなされる

ものと判断してまいりました。以上です。 

○事務局（渡部次長兼農地係長） 

〔所有権移転の№１について、報告書を読み上げ〕 

16番穴澤委員より報告書の提出がありましたので、読み上げさせてい

ただきます。案件No.1について7月9日にどちらも○○○の方であります

ので、○○○さんに電話にて確認をいたしました。○○○さんは委任状

の提出がありましたので、○○○行政書士事務所の○○○さんから聞き

取り調査を行いました。○○○さんにつきましては、昔から農業にあこ

がれており、空き家のすぐそばにある農地で家庭菜園をするということ

でした。今月その空き家を実際に契約するそうです。以上です。 
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○山口孝信委員 

〔所有権移転の№２、№３について、現地調査の結果並びに補足説明〕 

6番山口です。案件No.2、No.3についてご説明させていただきます。

まず、No.2であります。7月9日午前8時45分より譲受人○○○さん立会

いの下、現地で聞き取り調査を行いました。地目は水田ですが、水の便

が悪く、周辺の水田も畑化されているところですので、取得後はジャガ

イモを作付けしたいとのことでした。なお、○○○さんには電話にて申

請内容の確認を取っております。今回の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ものと判断してまい

りました。続きまして、No.3です。同じく7月9日午前8時15分より○○

○さん立会いの下、現地にて聞き取り調査を行いました。なお、○○○

さんには電話で申請内容の確認を行っております。この畑は、○○○さ

んの自宅前にあり、五年前より借りて耕作しておりますし、現在も山芋

等を作付けしております。そのため、今回の権利の取得につきましては、

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ものと判断し

てまいりました。以上です。 

○高野進委員 

〔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〕 

1番高野です。案件No.4についてご報告いたします。去る7月6日午前8

時50分から譲渡人○○○さん、譲受人○○○さんの両名立会いの下、現

地調査及び聞き取り調査を行いました。本申請に伴う権利の取得につき

ましては、70年以上前に既に交換分合が成立しており、譲渡人の方では

登記が変更されておりましたが、譲受人の方では名義変更登記がなされ

ておりません。現在は、譲受人の○○○さんが申請地で自家野菜を栽培

しております。○○○さんは認定農業者であるとともに○○○地区の

人・農地プランの中心となる担い手に選定されている方であり、今後も

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し

てまいりました。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214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214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214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215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２件、所有権移転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、権利設定の№

１については、12番  酒井健一委員、№２については、17番  湯上重

幸委員、所有権移転の№１については、12番  酒井健一委員、№２に

ついては、17番  湯上重幸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。 

○酒井健一委員 

〔権利設定の№１について、現地調査の結果並びに補足説明〕 

12番酒井です。案件No.1について現地調査並びに申請者からの内容の 

聞き取り調査を行いました。7月10日午後4時から設定人○○○さん、

被設定人○○○さん、行政書士○○○さん、事務局から渡部次長、江
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川主事、湯上委員、私で行いました。現地は、畑であり設定人が野菜

を作っておりました。雨水については地下浸透及び南東側の水路へ排

水するとのことでありました。周辺農地へ土砂が流出しないよう、コ

ンクリートの境界を造成するとのことでした。したがいまして、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ものと判断してまいりました。以上です。 

○湯上重幸委員 

〔権利設定の№２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.2についてご報告いたします。7月10日午後4 

時半、酒井農業委員と私、事務局渡部次長と江川主事、設定人○○○

さん本人が出席の下、現地調査を行いました。先ほどの事務局報告の

とおり、自宅を営業所としていましたが市と契約できないということ

で自分の農地にスーパーハウスを設置したいとのことでした。もとも

と土砂流出の無い土地ですので、ブルーシートの上に砂利を敷き、ス

ーパーハウスを建てるとのことでございます。周辺農地は自分の農地

ですので、支障を及ぼすことはないと判断いたしました。以上です。 

○酒井健一委員 

〔所有権移転の№１について、現地調査の結果並びに補足説明〕 

12番酒井です。案件No.1について現地調査並びに申請者からの内容の 

聞き取り調査を行いました。7 月 10 日午後 3 時 5 分頃より譲渡人○○

○さん本人、行政書士の○○○さん、事務局より渡部次長・江川主事、

農業委員の湯上さんと私で現地調査を実施しました。申請地はもともと

貸駐車場として転用許可のあった土地で、区画整理も行われた土地であ

るため、周辺に農地もなく転用することによって支障を及ぼすことはな

いと判断しました。以上です。 

○湯上重幸委員 

〔所有権移転の№２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.2についてご報告いたします。7月10日午後3 

時ごろ大雨の中、酒井農業委員と私、事務局渡部次長、江川主事、○

○○株式会社関係者、○○○行政書士で現地調査を行いました。事務局



 ―― 13 ―― 

説明のとおり、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ものと判断してまいりました。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215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。 

○木戸賢治委員 

  10番木戸です。5条設定案件No.1について確認したいことがござい

ます。第一種農地で集落接続事業となっておりますが、これの上限面

積は200㎡だと認識しておりました。詳しく教えていただきたい。 

○事務局（渡部次長兼農地係長） 

  転用の許可は一般住宅の場合で500㎡未満、農家住宅ですと、農作

業場や農機具格納庫等が必要となってきますので1000㎡未満となり

ます。200㎡未満というのは、29条で農業用施設を建てる場合の届出

という時ですが、住宅を建てる案件につきましては200㎡未満でも転

用の許可が必要になるということです。 

○木戸賢治委員 

  再質問で申し訳ございませんが、北側が自宅だと思うのですが既存

施設の拡張という考え方では進められなかったんでしょうか。 

○事務局（渡部次長兼農地係長） 

  北側にある住宅は全く別な人の家でございます。自宅は南側にある

もう少し細い道路に面しているところになります。既存施設の拡張と

いうことになれば、実際に該当するのは今の面積の半分までというこ

とになりますので今回より少し小さくなってしまいます。以上です。 

○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。 
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お諮りいたします。議案第215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215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216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。〕 

○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、

9番 長谷川庄次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。 

○長谷川庄次委員 

〔№１について、現地調査の結果並びに補足説明〕 

9番長谷川です。案件No.1についてご説明いたします。去る7月9日午

後1時45分より申請者○○○さん本人、高野委員、高橋源一郎推進委

員、私、事務局渡部次長、小林主査で現況確認を行いました。申請者

が道を草刈りしておりましたので、雨で滑りやすくなっている中、全

員で申請地の確認をしてまいりました。申請地では、蚕のための桑を

栽培していたとのことですが、現在は完全に原野化しておりましたの

で、申請どおりの判断をしてまいりました。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216号について審議します。 
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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216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216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。 

 

○議長 

続きまして、「議案第217号 農用地利用集積計画について」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） 

〔利用権設定134件、所有権移転１件を朗読、説明。〕 

○議長 

それではここで、議案第217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217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217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218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。〕 

○議長 

それではここで、議案第218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218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218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 

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32回喜多方市農業委員会総会を閉会といたし

ます。 

（閉  会）午後3時6分 


