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第34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９月18日（金）午前9時30分 

   会  場  熱塩加納会館 ３階 大ホール 

 

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  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 

      なし 

 

５ 本日の総会に遅参通告した委員 

高野 進委員 

 

６ 本日の総会で報告される事項は次のとおり 

報告第84号 会務報告について 

報告第85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86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 

 

７ 本日の総会に提案される議案は次のとおり 

議案第226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227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228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229号 現況確認証明申請について 

議案第230号 農用地利用集積計画について 

 

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５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。 
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（開  会） 

○議長 

欠席委員は、おりません。 

遅参委員は１番高野進委員であります。 

定足数に達しておりますので、これより第34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、12番 酒井健一委員、13番 平田恭一

委員を指名いたします。 

 

（報告事項） 

○議長 

はじめに、報告第84号から報告第86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84号 会務報告について 

○事務局（高橋事務局長） 

〔１件を朗読、説明。〕 
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報告第85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） 

〔６件を朗読、説明。〕 

 

報告第86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86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、3番  岩渕

善一郎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。 

○岩渕善一郎委員 

〔報告第86号の№１について、現地調査の結果並びに補足説明〕 

 ３番岩渕です。去る９月１１日、午後４時１０分頃より穴澤委員、小野

推進委員、私、事務局より渡部次長、申請者の〇〇〇さん本人出席のもと

現地調査を行ってきました。今まで農機具格納庫がなかったため新たに建

築する案件ですが、自宅に進入する通路の南側に建てるとのことで、敷地

周辺は本人所有の農地であり、問題ないものと判断しました。 

○議長 

ありがとうございました。 

それではここで、報告第84号から報告第86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） 

○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84号から報告第86号は、事務局報告のとお
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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84号から報告第86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226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、所有権移転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、所有権移転の№

１について、3番  岩渕善一郎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。 

○岩渕善一郎委員 

〔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〕 

 ３番岩渕です。９月１１日午前に聞き取り調査を実施しました。譲渡

人と譲受人は親子であり、自家産品の大豆を使用して醤油を製造したい

とのことでした。 

 親子間の権利移動であり、問題ないものと判断しました。 

○議長 

ありがとうございました。 

それではここで、議案第226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） 
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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。議案第226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226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227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、3番  岩渕善一郎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。 

○岩渕善一郎委員 

〔№１、№２について、現地調査の結果並びに補足説明〕 

 ３番岩渕です。№１について報告します。去る９月１１日午後３時頃

より、穴澤委員、小野推進委員、私、事務局より渡部次長、申請人の代

理人である〇〇〇行政書士の立会いの下、現地調査を行いました。事務

局説明のとおり現在家が建っている状態で、顛末書の提出もありました。

農地は住宅敷地より低く、擁壁により土留めされており、問題ないもの

と判断しました。 

 続いて№２ですが、№１終了後同じメンバーで現地調査を行いました。



 ―― 7 ―― 

以前に申請者の父と兄が自動車整備業を行っておりましたが、亡くなっ

たため廃業しました。倉庫等も建っており、これも顛末書付きの案件で

す。敷地内はコンクリートで舗装されており、問題ないと判断しました。 

○議長 

ありがとうございました。 

それではここで、議案第227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227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227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228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３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、

№２については、16番  穴澤一彦委員、№３については、15番  田代宏

昭委員、所有権移転の№１については、16番  穴澤一彦委員、№２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
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りましたら報告を求めます。 

○穴澤一彦委員 

〔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〕 

 １６番穴澤です。権利設定の№１について報告します。去る９月１１

日午後２時３５分頃より岩渕委員、小野推進委員と私、事務局より渡部

次長、被設定人の〇〇〇氏と〇〇〇氏、行政書士の〇〇〇さん出席で行

いました。排水等は敷地の真ん中に集め排水するとのことで、用水につ

いては付け替えを実施するとのことだったため、問題ないと判断しまし

た。続きまして№２について報告します。同日午後４時４５分頃より、

被設定人の〇〇〇さん出席で行いました。この場所は会津縦貫道の買収

により分断された農地であり、農地が低いので土砂を盛り店舗を設置す

るそうです。隣接する農地はなく特に問題ないものと判断しました。 

○田代宏昭委員 

〔権利設定の№３について、現地調査の結果並びに補足説明〕 

 １５番田代です。去る9月7日午後1時30分より私と農業委員の佐藤さ

ん、事務局より渡部次長、支所より渡部主査、設定人の〇〇〇さん本人、

被設定人の〇〇〇の代理で〇〇〇さん他1名出席で現地調査を行いまし

た。作業ヤードについては鉄板を敷きシートで覆って作業をし、施工方

法については推進工法で行い、濁水についてはろ過して放流するとのこ

とでした。また工事の時期としては稲の刈り取りが終了してからの施工

であり、日照等についても問題ないと判断しました。 

○穴澤一彦委員 

〔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〕 

 １６番穴澤です。所有権移転№１について報告します。さる９月１１

日午後５時頃より岩渕委員、小野推進委員と私、事務局より渡部次長、

譲渡人の〇〇〇氏、行政書士の〇〇〇さん出席で行いました。この農地

は北・東は道路、西・南は畑ですが、申請地は少し高く、擁壁により土

砂の流出を防ぐとのことなので問題ないと判断しました。 

○平田恭一委員 
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〔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〕 

 １３番平田です。所有権移転№２について報告します。去る９月１０

日午前９時２５分より、大津委員と私、事務局より渡部次長、支所より

渡部主事、譲渡人の〇〇〇さん、行政書士の〇〇〇氏出席で行いました。

申請地は区画整理済みであり、周辺には農地はなく、上下水道も完備さ

れており、問題はないことを確認してきました。 

○議長 

ありがとうございました。 

それではここで、議案第228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228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228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229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） 

〔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、№１については、
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3番 岩渕善一郎委員、№２については、16番 穴澤一彦委員、№３、№

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。 

○岩渕善一郎委員 

〔№１について、現地調査の結果並びに補足説明〕 

 ３番岩渕です。去る９月１１日、４条の現地調査後穴澤委員、小野推

進委員と私、事務局より渡部次長、申請人の代理人である〇〇〇行政書

士、〇〇〇土地家屋調査士立ち合いで行いました。先ほどの4条と同じく、

父と兄が亡くなってしまい相続した申請人の記憶によりますと、昭和６

０年頃から耕作しておらず、原野化しておりました。 

○穴澤一彦委員 

〔№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。岩渕委員、小野推進委員と私、事務局より渡部次長

出席のもと現地調査を実施しました。申請地一帯は３０年ほど前は葉タ

バコの作付けをしていましたが、現在は一人だけそばの作付けを行って

いました。その他は荒廃しており、申請地には杉が繁殖していました。

このことから山林と判断しました。 

○高野進委員 

〔№３、№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。去る９月１０日午後１時４０分頃より、齋藤委員、生

江推進委員、本人出席により現地調査を行いました。申請地は個人での

圃場整備事業に参加せず、砂利盤で水路も整備されていないことから、

４０年以上前より耕作できなかったため一部には木が生えており、農地

に戻すことは困難と判断してきました。 

○議長 

ありがとうございました。 

それではここで、議案第229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） 
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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。議案第229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229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230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２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230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230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230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。 
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○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34回喜多方市農業委員会総会を閉会といたしま

す。 

（閉  会）                 11時05分 


