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令和２年度第９回岡崎市農業委員会総会 議事録

１ 開会の日時及び場所

令和２年 12 月３日（木） 午前９時 30 分から

岡崎市役所 福祉会館６F 大ホール

２ 会議に付した議案

議案第 65 号 農地又は採草放牧地の権利移動の許可の申請について

議案第 66 号 農地の転用の許可の申請について

議案第 67 号 農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可の申請について

議案第 68 号 生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明願について

議案第 69 号 非農地交付申請について

議案第 70 号 非農地通知について

議案第 71 号 農用地利用集積計画について

議案第 72 号 農用地利用配分計画案について

報告

報告第 39 号 農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の通知について

報告第 40 号 現況証明願について

報告第 41 号 農地の転用のための届出の受理について

報告第 42 号 農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の届出の受理について

３ 出席委員

（農業委員）

１番 石川 修次、２番 河内 小枝子、４番 酒井 功二、５番 柴田 若江、

10 番 成田 恭淑、13 番 加藤 健一、14 番 内藤 六市、16 番 羽根田 正志、

18 番 近藤 靖一、19 番 鈴木 泰孝

（農地利用最適化推進委員）

20 番 小野 盛光、24 番 浅岡 治德、25 番 太田 政俊、26 番 川澄 秀世、

27 番 柴田 享、31 番 市川 眞人、32 番 加藤 春雄、33 番 新實 文夫、

34 番 早川 勝英、35 番 阿部田 光春、36 番 三浦 弘正、38 番 山内 隆一

４ 欠席委員

（農業委員）

３番 木俣 壽人、６番 神谷 六雄、７番 酒井 誠一、８番 鈴木 要、

９番 近藤 健次、11 番 保田 眞吉、12 番 大竹 博久、15 番 二村 誓也、

17 番 片岡 幸雄

（農地利用最適化推進委員）

21 番 柴田 重三郎、22 番 杉浦 省二、23 番 中根 浩司、28 番 髙木 政昭、

29 番 中野 永太郎、30 番 八田 導英、37 番 朏 憲明

５ 出席事務局員等

農業委員会事務局 事務局次長 山内 増樹、総務係係長 室田 すみえ、
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主任主査 遠藤 研吾、主事 加藤 節、主事 粟生 大樹

農務課 総務係 主査 豊田 明都

６ 議事の内容

会長：それでは、ただいまから農業委員会総会を開会いたします。本日の欠席委員は３

番の木俣 壽人委員始め 16 名、出席は農業委員 10 名、推進委員 12 名です。よ

って定足数に達しております。議事に入ります前に議事録署名者２名の選出につ

いて、お諮りします。会長一任で、ご異議ございませんか。

委員： （異議なし）

会長：それでは 13 番の加藤 健一委員と 19 番の鈴木 泰孝委員にお願いいたします。

それでは、議事に従いまして議案第 65 号を議題といたします。事務局から説明

をお願いいたします。

事務局：（農地又は採草放牧地の権利移動の許可の申請について、議案書に沿って４件

説明を行った。）

会長：ありがとうございました。事務局の説明に引き続き、調査担当委員の意見をお願

いします。

成田 委員：31 番 調査日 11 月 25 日。本申請は譲受人が耕作している農地の近隣地

に申請地があり、耕作することに都合がよいため所有権を移転したいという申請

です。土地所有者はすでに死亡しており、相続人がいない状態であり、相続財産

管理人から申請がなされています。申請地はいままで譲受人が賃貸借で耕作して

いたこともあり、引き続き譲受人が耕作していくことが最適であると考えます。

譲受人に不耕作地、貸付農地がないことを確認しています。農機具や作業人員か

らみて、今回の申請地を含めたすべての農地を耕作できると認められます。その

他問題となる項目はありません。よって、調査員総合意見としては可といたしま

す。

羽根田 委員：32 番 調査日 11 月 22 日。本申請において、申請書に書かれている内容

はすべて適していると考えます。譲受人の居住地は本申請地から少し遠いですが、

譲渡人の農地法上の世帯員として以前から耕作を手伝っており、農機具も譲渡人

が所有するものを使用して耕作するとのことです。譲受人についてはこれから経

営規模の拡大をお考えのようでトラクターを新たに購入されたそうです。本人等

への聞き取り及び現地調査の結果、問題となる項目はありません。よって、調査

員総合意見としては可といたします。

鈴木(泰) 委員：33 番 調査日 11 月 20 日。本議案は譲受人が農業経営拡大のために

自身の耕作地の隣接地である申請地を取得したいものです。本人等への聞き取り

及び現地調査の結果、不耕作地及び貸付農地がないことを確認しております。耕
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作機械の保有状況及び作業人員からみて今回取得予定の農地を含めたすべての

農地を耕作すると認められます。申請地は田として水稲を栽培されるとのことで

すが、現地の状況からみて問題ありません。その他問題となる項目はありません。

よって、調査員総合意見としては可といたします。

太田 委員：34 番 調査日 11 月 23 日。譲渡人に後継者がいないため経営規模を縮小

したいこと及び、譲受人の自宅の前に申請地があり、大変便利で、すでに申請地

周辺を耕作していることから今回農地を取得したいという申請になります。本人

等への聞き取り及び現地調査の結果、不耕作地及び貸付農地がないことを確認し

ております。耕作機械の保有状況及び作業人員からみて今回取得予定の農地を含

めたすべての農地を耕作すると認められます。その他問題となる項目はありませ

ん。よって、調査員総合意見としては可といたします。

会長：ありがとうございました。ただ今の議案について御質問はございませんか。

酒井（功） 委員：相続財産法人とはどういった法人ですか。今回の売買された際に得ら

れたお金は国庫になるわけですか。

事務局：個人が亡くなった際に相続人がいない場合は、法的に自動的に法人化します。

この法人に特に役割等はありません。今回は利害関係人が存在し、相続財産管理

人の申し立てがされ、相続財産管理人が選任されているケースであり、売買され

たお金は利害関係人に分配されるような流れになると思います。その他の財産を

処分してもなお、お金が余る場合は国庫に帰属されると思われます。

会長：ほかに御質問はございませんか。

山内 委員：32 番の申請について、譲受人の３人の共有名義についてどういった関係で

すか。共有名義の申請は珍しいと思われますがどういった申請かを教えていただ

きたい。

事務局：譲渡人と譲受人は農地法第２条２項に規定する世帯員等に該当します。現時点

で譲受人の３名は所有農地がありませんが、譲渡人と一緒に耕作を行っているこ

とから耕作面積は譲渡人と同一面積所有し耕作しているとみなせます。本申請は

このような条件で農地法第３条の許可要件があるかを審査させていただくもの

です。

会長：ほかに御質問はございませんか。

小野 委員：申請番号 32 番について、譲渡人の所有農地をすべて譲渡すわけではない

ですよね。

事務局：先ほど山内委員のご質問の回答いたしましたとおり本申請はあくまで譲渡人と

譲受人を同一世帯員としてみなす案件であり、議案書内では双方の経営面積が同
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じ面積で記載されていますが、申請地のみを譲渡すだけになります。

会長：ほかに御質問はございませんか。

（なし）

会長：意見が無いようなので採決に移ります。原案に賛成の農業委員の方は挙手をお願

いします。

（異議なし）

会長：賛成多数と認め、許可するものとします。次に議案第 66 号を議題といたします。

事務局から説明をお願いいたします。

事務局：（農地の転用の許可の申請について、議案書に沿って２件説明を行った。）

会長：ありがとうございました。事務局の説明に引き続き、調査担当委員の意見をお願

いします。

早川 委員：７番 調査日 11 月 28 日。本申請は現在借家で暮らしているが、生活に手

狭であるため申請地に自己用住宅を建築したいとのことで申請されたものです。

現地で調査をしましたが被害防除処置、用排水関係、そのほか問題となる点はご

ざいません。よって、総合意見として許可と考えます。

山内 委員：８番 調査日 11 月 26 日。本申請は申請地に高低差があり管理するのが難

しくなっており、また、隣接する道路と比べ低くなっているため、嵩上げをして

田として利用していきたいとのことで申請されたものです。本人への聞き取り調

査の結果、農地改良後田として耕作していくことを確認できています。よって、

総合意見として許可と考えます。

会長：ありがとうございました。ただ今の議案について御質問はございませんか。

（なし）

会長：意見が無いようなので採決に移ります。原案に賛成の農業委員の方は挙手をお願

いします。

（挙手多数）

会長：賛成多数と認め、許可するものとします。ただし、申請番号８番については、転

用面積が 3,000 ㎡を超える案件のため、一般社団法人愛知県農業会議の意見を聴

き、許可するものとします。
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会長：次に議案第 67 号を議題といたします。事務局から説明をお願いいたします。

事務局：（農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可の申請について、議案書

に沿って６件説明を行った。）

河内 委員：85 番 調査日 11 月 21 日。今回の議案は残土を利用して畑をかさ上げし

たいとのことで申請されたものです。申請地について、現在耕作はされておりま

せんが、申請地をかさ上げすることで東側自宅との高低差が緩和され耕作が可能

となることです。申請内容及び現地での調査の結果、転用による地域農業への影

響、被害防除処置等は問題ありません。よって、調査員総合意見として許可と考

えます。

柴田(若) 委員：86 番 調査日は 12 月２日。この議案は、土木工事業を営んでいるが、

受注が増え以前から申請地を資材置場（土場）として利用してきたため是正した

いということで申請されたものです。現地調査及び本人への聞き取りから問題と

なる点は特にありません。よって、総合意見として許可と考えます。

内藤 委員：87 番 調査日 11 月 28 日。この議案は、現在借家に家族で暮らす申請者

が、子供の成長に伴い家財が増え手狭になったため、申請地に分家住宅を建築し

たいという申請になります。本申請地は農振農用地でありましたが、農振除外が

すでにされています。現地調査及び本人への聞き取りから問題となる点は特にあ

りません。よって、総合意見として許可と考えます。

近藤(靖) 委員：88 番 調査日 11 月 24 日。本申請は許可が出る前に事前に着工して

いることを発見したため、工事を中断するよう要請し、現時点では工事は中止し

ています。本議案はプラスチック加工業を営んでいる申請者が、受注量が増え生

産が間に合わなくなり、すでに申請地に工場、倉庫、事務所を建築したため是正

することと、今年度受注量が増加し新規に倉庫を建築したいという申請になりま

す。周辺地域の農家への聞き取りにより転用による地域農業への影響はないこと

を確認しております。被害防除措置は適切です。用排水関係は適切です。その他

問題となる点は特にありません。よって、総合意見として許可と考えます。

太田 委員：89 番 調査日 11 月 23 日。この議案は、現在、妻と子供２人と借家に住ん

でいる申請者が子供の成長にともない手狭になったため申請地に農家住宅を建

築したいという申請となります。申請地は畑となっていますが不耕作地となって

おり、転用による地域農業への影響はないことを確認しております。被害防除措

置は適切です。用排水関係は適切です。その他問題となる点は特にありません。

よって、総合意見として許可と考えます。

新實 委員：90 番 調査日 11 月 28 日。この議案は、現在借家に家族で暮らしている申

請者が、家財が増え手狭であるため申請地に分家住宅を建築したいというもので

す。申請地の状況は不耕作地です。申請当事者の氏名については、議案書に記載

の通りです。現地での調査及び周辺地域の農家への聞き取りにより転用による地
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域農業への影響はないことを確認しております。被害防除措置は適切です。用排

水関係は適切です。その他問題となる点は特にありません。よって、総合意見と

して許可と考えます。よって、総合意見として許可と考えます。

会長：ありがとうございました。ただ今の議案について御質問はございませんか。

（なし）

会長：無いようですので採決に移ります。原案に賛成の農業委員の方は挙手をお願いし

ます。

（挙手多数）

会長：賛成多数と認め、許可するものといたします。次に議案第 68 号を議題といたし

ます。事務局から説明をお願いします。

事務局：（生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明願について、議案書に沿って４件

説明を行った）

会長：ありがとうございました。事務局の説明に引き続きまして、調査担当委員の調査

結果報告をお願いします。

浅岡 委員：11 番、12 番、13 番は実質同一案件のため、まとめて説明いたします。調

査年月日は令和２年 11 月 29 日。申請人と申請事由発生者は別紙記載のとおりで

す。申請事由発生者は 90 歳近い方で故障により農機等をつかうのが困難になっ

たため申請されたものです。問題等ないため、調査員総合意見として可としたい

と思います。

市川 委員：14 番。調査年月日は令和２年 11 月 23 日。申請人と申請事由発生者は別紙

記載のとおりです。申請事由は主たる従事者として耕作されていた申請者のお母

様が亡くなり、農業に従事することができなくなったということで申請されたも

のです。遺産分割や相続登記等に時間がかかったため、お亡くなりになってから

１年近く経つ本時期に申請されたとのことです。申述書も添付されております。

本人等への聞き取り調査を実施しましたが、特に問題等はありません。よって調

査員総合意見として可とします。

会長：ありがとうございました。ただ今の議案について御質問はございませんか。

（なし）

会長：無いようですので採決に移ります。原案に賛成の農業委員の方は挙手をお願いし

ます。
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（挙手多数）

会長：賛成多数と認め、許可するものといたします。次に議案第 69 号を議題といたし

ます。事務局から説明をお願いします。

事務局：（非農地交付申請ついて、議案書に沿って１件説明を行った）

会長：ありがとうございました。事務局の説明に引き続きまして、調査担当委員の意見

をお願いいたします。

三浦 委員：15 番。調査年月日は 11 月 26 日。申出者の氏名については、議案書に記載

の通りです。現地確認の結果、当該申請地は人が立ち入りできるような状態では

なく、農地に復元することは不可と考えます。地域農業への影響もありませんの

で、調査員総合意見として可と考えます。

会長：ただ今の議案について御質問はございませんか。

（なし）

会長：無いようですので採決に移ります。原案に賛成の農業委員の方は挙手をお願いし

ます。

（挙手多数）

会長：賛成多数と認め、許可するものといたします。次に議案第 70 号を議題といたし

ます。事務局から説明をお願いします。

事務局：（非農地通知ついて、議案書に沿って 155 件説明を行った）

会長：ありがとうございました。ただ今の議案について御質問はございませんか。

（なし）

会長：無いようですので採決に移ります。原案に賛成の農業委員の方は挙手をお願いし

ます。

（挙手多数）

会長：賛成多数と認め、許可するものといたします。次に議案第 71 号を議題といたし

ます。事務局から説明をお願いします。

事務局：(農用地利用集積計画について、議案書に沿って説明を行った。)
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会長：ありがとうございました。ただ今の議案について御質問はございませんか。

浅岡 委員：今回の議案とは関係ありませんが、一般的な話で畦畔の除草について、賃

貸借されている農地で借り手が除草を実施しない場合があるのですが、これは農業

委員が注意するのか、もしくは他に注意する方法があるのかについて知りたい。

事務局：契約の内容に畦畔の除草の実施が入っているか、いないかによって対応の仕方

が変わってきます。ただし、通常農地として適正に管理されていないものがある場

合には農業委員さんが注意する権限はお持ちですので、農地の適正な管理という観

点から注意していただいてもいいですし、仮に一般の市民のかたから事務局に適正

に管理されていない農地について事務局に通報がはいった場合は事務局から適正

に管理していただく旨を記載した通知を送付させていただきます。今回のように農

地に借り手がついている場合には、借り手に対して通知を送付することになると思

われます。

会長：ほかに御質問はございませんか。

（なし）

会長：無いようですので採決に移ります。原案に賛成の農業委員の方は挙手をお願いし

ます。

（挙手多数）

会長：賛成多数と認め、許可するものといたします。次に議案第 72 号を議題といたし

ます。事務局から説明をお願いします。

事務局：(農用地利用配分計画案について、議案書に沿って説明を行った。)

会長：ありがとうございました。ただ今の議案について御質問はございませんか。

(なし)

会長：無いようですので採決に移ります。原案に賛成の農業委員の方は挙手をお願いし

ます。

（挙手多数）

会長：賛成多数と認め、許可するものといたします。次に採決によらない案件について

事務局より一括して報告をお願いします。

事務局：（以下について、議案書に沿って説明を行った。）

農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の通知について 104 件
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現況証明願について ２件

農地の転用のための届出の受理について ８件

農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の届出の受理について 18 件

会長：本件につきまして、何か御質問はございませんか。

(なし)

酒井(功) 委員：18 条の解約で転貸人がつけられた案件が多数ありますが、これはどの

ような案件でしょうか。また、転貸人が合意されないというパターンは存在する

のか。

事務局：これらの契約は円滑化事業により契約されたものです。円滑化事業とは地主さ

んが JA にお貸しして、JA が担い手に転貸するものとなります。令和２年４月１日

以降この円滑化事業が廃止となり、農地中間管理事業となりました。今回 12 月１

日に利用権を設定させていただいた地区について、円滑化事業から中間管理事業

に切り替える作業が必要であり、転貸人である JA と地主、担い手の三者から現在

の契約の解約の申請がなされたという流れになります。この対象となる農地が大

規模に集積化、集約化されたため今回のように件数が多くなっております。

地主さんと担い手さんが了承されていれば、転貸者が拒否するケースはメリッ

ト等もないことから、ないと思われます。

会長：ほかに御質問はございませんか。

（なし）

会長：御質問も無いようですので、報告事項は終了します。以上で、本日の議事日程は

終了しました。これを持ちまして、本日の農業委員会総会を閉会いたします。
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－午前 10 時 30 分終了－

上記議事録の正確を期するためここに署名する。

岡崎市農業委員会会長

岡崎市農業委員会委員（13 番）

岡崎市農業委員会委員（19 番）


