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令和２年第４回猪苗代町農業委員会定例総会会議録
１．日 時

令和２年４月１７日（金） 午後４時００分

２．場 所

猪苗代町農村環境改善センター 営農相談室

３．出席者
農業委員
１番 小檜山 榮 喜

２番 渡 部 陽 一

４番 鈴 木 道 夫
７番 戸 田 義 巳
１０番 小 熊 義 一

５番 佐 藤 タカ子
８番 佐 藤 幸 成
１１番 二 瓶 芳 雄

農地利用最適化推進委員
１３番 桑 原
守
１７番 鈴 木 範 政
２０番 関 澤
一
２３番 佐 藤 喜 作
４．事務局

局長 渡部 智行

１５番 遠 藤 光 昭
１８番 遠藤
勇 一

３番 渡 部 庄 栄
６番 土 屋 勇 雄
９番 金 本 久美子
１２番 佐 賀 昭 男

１６番 成 田 昌 夫
１９番 國 井 宗 雄

２４番 山 田 英 作
農地係長 佐藤 すずい

係員 鈴木 大樹

（開議時間：午後３時５５分）
○議長（佐賀昭男 会長）
それでは、ただ今から、令和２年 第４回猪苗代町農業委員会定例総会を開会いたします。
本日の定例総会の招集につきましては、４月３日告示し、同日付で、農業委員及び関係する
農地利用最適化推進委員に告知申し上げたところであります。
それでは、農業委員の出席状況を報告します。
在任委員数１２名
出席委員
１１名
欠席委員
１名
うち届出欠席 １名 であります。
欠席委員は、
３番 渡 部 庄 栄

委員 であります。

したがいまして、農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定により、過半数以上の出
席がありますので、本総会は成立いたしました。
次に、農地利用最適化推進委員の出席状況を報告します。
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在任委員数１２名のうち、招集告知を申し上げた委員は１２名、
出席委員
欠席委員
うち届出欠席
欠席委員は、
１４番
２１番
２２番

９名
３名
３名 であります。検索
渡部 博幸
委員
小檜山 吉徳 委員
牛 木
聡 委員 であります。

委員の皆様に申し上げます。各議案の審議の際、調査員としての報告、または、補足説明を
求められた場合は、挙手の上発言をお願いします。また、調査員でない委員の方であっても、
審議の際の発言は可能でありますので、その際は挙手をお願いします。なお、推進委員の皆様
には表決権がございませんので、採決には参加できません。あらかじめご了承願います。
次に、猪苗代町農業委員会総会 会議規則第１８条により、議事録署名委員を、２名指名し
たいと思います。議長において、指名することに、ご異議ございませんか。
（
「異議なし」の声あり）
ご異議なしと認め、
４番 鈴 木 道 夫
委員
１０番 小 熊 義 一
委員
の２名を指名いたします。
次に、審議の方法について、お諮りいたします。本日の提出議案については、議案ごとに一
括して上程し、逐次審議することとし、採決は挙手による方法といたしたいと思います。これ
にご異議ございませんか。
（
「異議なし」の声あり）
ご異議なしと認めます。
本日の提出議案は、
報告第 ６号 農地法第１８条の規定による通知について（合意解約）
議案第１２号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）
議案第１３号 農地法第５条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１４号 現況確認証明願について
議案第１５号 農用地利用集積計画の決定について
議案第１６号 農用地利用配分計画（案）の意見について
以上、６件であります。
○議長（佐賀昭男 会長）
それでは始めに報告第６号「農地法第１８条の規定による通知について（合意解約）
」を議
題といたします。
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事務局の説明を求めます。
○事務局（佐藤 農地係長）
報告第６号「農地法第１８条の規定による通知（合意解約）
」について説明いたします。
貸借の解約をした旨、通知がありましたので報告いたします。
２頁をご覧ください。
№１の貸付人は、〇〇の〇〇 〇〇、借受人は、〇〇の〇〇 〇〇であり、
解約理由は、農地を売買するためであります。
№２から№４の貸付人は、福島県農業振興公社、借受人は、〇〇の〇〇 〇〇であり、
№２～４の解約理由は耕作者変更のためであります。
解約地積、賃貸借期間及び合意解約日等につきましては議案書のとおりです。
以上であります。
渡部庄栄 農業委員が出席する。
○議長（佐賀昭男 会長）
ここで、渡部庄栄 農業委員が出席しましたので報告いたします。
事務局の説明が終わりましたが、この案件については、報告案件でありますので、審議の対象
ではありませんが、質問があればお受けいたします。
質問ございませんか。
（
「なし」の声あり）
ないようですので報告を終結します。
○議長（佐賀昭男 会長）
それでは次に、議案第１２号「農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）」
を議題といたします。
事務局の説明を求めます。
○事務局（佐藤 農地係長）
議案第１２号「農地法第３条の規定による許可申請（所有権移転）
」について、説明いたし
ます。この議案は、農業委員会の許可の適否を決定したいので、審議をお願いするものであり
ます。
５頁をご覧ください。
譲渡人が〇〇の〇〇 〇〇で、譲受人が〇〇の〇〇 〇〇であり、大字〇〇字〇〇6 番 1、
外 3 筆の田、11,697 ㎡を母から子へ無償で贈与するものであります。
譲受人の経営状況は議案書記載のとおりであります。
なお、この案件につきましては、申請書としての形式的要件を備えておりますので、事務局と
して受理し、担当地区の委員の方に調査票に基づく調査をお願いし、提案しております。
以上であります。
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○議長（佐賀昭男 会長）
事務局の説明が終わりましたので、調査員であります１５番 遠藤光昭 推進委員に報告を
求めます。
○１５番（遠藤光昭 推進委員）
ただいま事務局から説明のありました件について、令和２年４月１０日、申請人〇〇 〇〇の
自宅を訪問し、調査書に基づく調査を実施したので報告します。
本申請は、田４筆 11,697 ㎡を母の〇〇 〇〇から子の〇〇 〇〇へ所有権移転するも
ので、親子間での贈与であります。
この案件につきましては、既に農業経営を行っている同一経営体内での贈与であり、許可の
要件を満たしていると思われますので、報告いたします。
○議長（佐賀昭男 会長）
２番 渡部陽一 農業委員に申し上げます。調査報告に補足があればお願いします。
○１５番（渡部陽一 農業委員）
私のほうからは特にありません。
○議長（佐賀昭男 会長）
調査報告が終わりましたので、審議を行います。調査結果は、許可の要件を満たしている
とのことであります。意見、討論、質疑ございませんか。
（
「なし」の声あり）
ないようですので、採決を行います。
議案第１２号について、申請のとおり許可することに賛成の農業委員の挙手を求めます。
挙手全員であります。よって、議案第１２号は申請のとおり許可することに決定いたし
ました。
○議長（佐賀昭男 会長）
次に、議案第１３号「農地法第５条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。
事務局の説明を求めます。
○事務局（佐藤 農地係長）
議案第１３号「農地法第５条の規定による許可後の事業計画変更申請」について説明いたし
ます。この議案は、農業委員会の意見を決定したいので審議をお願いするものであります。
７頁をご覧ください。
申請人は、〇〇の〇〇 〇〇であり、大字〇〇字〇〇100 番 6 外 4 筆、畑、1,538 ㎡
に係る許可後の事業計画変更であります。
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申請事由としましては、農地転用許可後の用地内における消防屯所建築位置を敷地西側から
南東側に変更するため、今回の申請に至ったものであります。
議案説明資料の４，５，６頁が申請地の案内図、公図、土地利用計画図となっておりますの
で、併せてご覧願います。
なお、この案件につきましても、申請書としての形式的要件を備えておりますので、事務局と
して受理し、担当地区の委員の方に調査票に基づく調査と現地調査をお願いし、提案しておりま
す。以上であります。
○議長（佐賀昭男 会長）
事務局の説明が終わりましたので、調査員であります５番 佐藤タカ子 農業委員に報告を
求めます。
○５番（佐藤タカ子 農業委員）
４月１０日の午前９時３０分より、私及び、遠藤勇一推進委員、農業委員会事務局２名立会い
のもと、現地調査実施しました。
当該申請地は、〇〇行政区の北側に位置し、集落に隣接した農地で、令和元年７月に集会所
及び屯所等建築用地として申請し、農地転用許可が下りていることから、造成を行い集会所及び
駐車場については、既に整備済であります。
今後の消防屯所建築に当たり、当初の計画では敷地西側に予定しておりましたが、冬季間の
除雪作業に支障を来す恐れがあること、また消防ポンプの冬季緊急出動時の利便性を考慮し、敷
地南東部集落沿線の道路側に移動して建設することが最適と判断し、今回の許可後の事業計画
変更に至ったものであります。
改めて付近の農地、農作物や農業用排水施設への影響等を調査しましたが、計画変更による新
たな影響は無いものと思われます。
以上のことから申請内容に問題はなく、許可相当と判断したので報告いたします。
○議長（佐賀昭男 会長）
１８番 遠藤勇一 推進委員に申し上げます。調査報告に補足があればお願いします。
○１８番（遠藤勇一 推進委員）
私のほうからは特にありません。
○議長（佐賀昭男 会長）
調査報告が終わりましたので、審議を行います。
調査結果は許可の要件を満たしているとのことであります。意見、討論、質疑ございませんか。
（
「なし」の声あり）
ないようですので、採決を行います。議案第１３号について、申請のとおり許可相当との意見
を付して、県に進達することに賛成の農業委員の挙手を求めます。
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挙手全員であります。
よって議案第１３号については、申請のとおり許可相当との意見を付して県に進達すること
に決定いたしました。
○議長（佐賀昭男 会長）
次に、議案第１４号「現況確認証明願について」を議題といたします。
事務局の説明を求めます。
○事務局（佐藤 農地係長）
議案第１４号「現況確認証明願」について説明いたします。この議案は、農業委員会の証明
の適否を決定したいので審議をお願いするものであります。
９頁をご覧ください。
申請人は、〇〇の〇〇 〇〇であり、字〇〇7105 番 181 畑 499 ㎡ の現況確認証明願の
提出がありました。
この案件につきましては、平成８年頃より耕作ができなくなり、雑草・低木等が植生して原
野化し、今回の申請に至ったものであります。
議案説明資料の７，８頁が申請地の案内図、公図となっておりますので、併せてご覧願い
ます。
なお、この案件につきましても、申請書としての形式的要件を備えておりますので、事務局
として受理し、担当地区の委員の方に現地調査をお願いし提案しております。
ここで、現況確認証明の制度について説明いたします。この制度は、福島県現況確認証明書
等交付事務取扱要領で規定されているものであり、現況が非農地である土地について「農地法
の適用を受けない土地である」旨の証明をする制度であります。
農業委員会が「非農地」とみなせば、この証明書により地目変更登記ができますが、この制
度はあくまでも自然に原野化・山林化してしまった土地についての制度であり、人工的な構造
物・構築物がある場合など、農地転用の制度に違反すると認められる場合は、この証明の対象
とはしないこととなっております。
以上がこの制度の内容であります。
○議長（佐賀昭男 会長）
事務局の説明が終わりましたので、調査報告を行いますが、調査員は私でありますので、私
から報告します。
○議長（佐賀昭男 会長）
４月１０日の午前１０時より、私及び、渡部博幸 推進委員、申請者代理人、農業委員会事
務局２名立会いのもと、現地調査を実施しました。
申請地は、〇〇地区の南側に位置する農振農用地 区域外 の畑で、周辺を小高い丘や住宅、
道路に囲まれ、一部 分筆により住宅敷地とされていますが、西側及び南側は傾斜もあり耕作
条件不利地であります。
所有者が町外へ転出して以降、平成８年頃より管理者不在となり、２０年以上耕作等が行わ
れず、雑草・低木等が生い茂って原野化しております。
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よって今後農地への復元は困難であり、現況は非農地と判断したので報告いたします。
○議長（佐賀昭男 会長）
調査報告が終わりましたので、審議を行います。
調査結果は当該地は原野化しており、農地への復元は不可能な非農地であるとのことであり
ます。意見、討論、質疑ございませんか。
（
「なし」の声あり）
ないようですので、採決を行います。議案第１４号について、願い出のとおり非農地と決する
に賛成の農業委員の挙手を求めます。
挙手全員であります。
よって議案第１４号については、願い出のとおり非農地と決定いたしました。
○議長（佐賀昭男 会長）
次に、議案第１５号「農用地利用集積計画の決定について」を議題といたします。
事務局の説明を求めます。
○事務局（佐藤 農地係長）
議案第１５号「農用地利用集積計画の決定について」説明いたします。
この議案は、猪苗代町長から農業委員会の決定を求められたので審議をお願いするものであ
ります。
１１頁をご覧ください。個人間の相対による利用権設定でありますが、
№１は〇〇の〇〇 〇〇が、〇〇の〇〇 〇〇に田、1 筆、4,921 ㎡、期間 4 年、10ａ当た
り 17,000 円で、
№２は〇〇の〇〇 〇〇が、〇〇の〇〇 〇〇に田、1 筆、266 ㎡、期間 4 年、10ａ当たり
17,132 円で、
№３は〇〇の〇〇 〇〇が、〇〇の〇〇
たり 17,843 円で、
№４は〇〇の〇〇 〇〇が、〇〇の〇〇
当たり 16,204 円と 17,130 円で、
№５は〇〇の〇〇 〇〇が、〇〇の〇〇
当たり 4,000 円で、
№６は〇〇の〇〇 〇〇が、〇〇の〇〇
当たり 10,000 円で、

〇〇に、田、1 筆、1,715 ㎡、期間 4 年、10ａ
〇〇に、田、2 筆、4,554 ㎡、期間 4 年、10ａ
〇〇に畑、1 筆、4,103 ㎡、期間 4 年、10ａ
〇〇に畑、1 筆、9,688 ㎡、期間 4 年、10ａ

№７は〇〇の〇〇 〇〇が、〇〇の〇〇 〇〇に田、5 筆、12,361 ㎡、期間 9 年、10ａ
当たり 12,000 円で、
№８は〇〇の〇〇 〇〇が、〇〇の〇〇 〇〇に田、1 筆、2,941 ㎡、期間 9 年、10ａ
当たり 10,000 円で、
№９は〇〇の〇〇 〇〇が、〇〇の〇〇 〇〇に田、6 筆、10,492 ㎡、期間 4 年、10ａ
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当たり 9,900 円で、
№１０は〇〇の〇〇 〇〇が、〇〇の〇〇 〇〇に田、6 筆、13,897 ㎡、期間 4 年、10ａ
当たり 14,100 円で、
№１１は〇〇の〇〇 〇〇が、〇〇の〇〇 〇〇に田、2 筆、1,167 ㎡、期間 4 年、10ａ
当たり 13,400 円で、
№１２は〇〇の〇〇 〇〇が、〇〇の〇〇 〇〇に田、5 筆、6,792 ㎡、期間 4 年、10ａ
当たり物納 66 キロで、それぞれ貸し付けるものであります。
次に１５頁をご覧ください。農地中間管理事業の公社買入分であります。
№１と№２は同一世帯の方でありまして、№１は〇〇の〇〇 〇〇の田、2 筆、6,703 ㎡を
10ａ当たり 400,000 円で、
№２は同じく〇〇の〇〇 〇〇の田、1 筆、197 ㎡を 10ａ当たり 400,000 円で、公社が
買い入れるものです。
１６頁をご覧ください。
農地中間管理事業の公社売り渡し分であります。
№１は〇〇の〇〇 〇〇に田、4 筆、8,037 ㎡を 10ａ当たり 408,734 円、及び
412,696 円で、
№２は〇〇の〇〇 〇〇に田、1 筆、4,146 ㎡、10ａ当たり 563,156 円、及び畑、1 筆、
379 ㎡、10ａ当たり 204,783 円で、公社が売り渡すものであります。
次に１７頁をご覧ください。農地中間管理事業の機構借入分であります。
№１は〇〇の〇〇 〇〇の田、7 筆、10,213 ㎡、期間 10 年、10ａ当たり 13,000 円と
9,000 円で
№２は〇〇の〇〇 〇〇の田、3 筆、6,373 ㎡、期間 10 年、10ａ当たり 9,000 円で
№３は〇〇の〇〇 〇〇の田、2 筆、5,914 ㎡、期間 10 年、10ａ当たり 9,000 円で
№４は〇〇の〇〇 〇〇の田、3 筆、3,400 ㎡、期間 10 年、10ａ当たり 500 円、1,000 円、
250 円で、
№５は〇〇の〇〇 〇〇の田、3 筆、10,669 ㎡、期間 10 年、10ａ当たり 13,000 円、
及び畑、3 筆、1,731 ㎡、期間 10 年、使用貸借により無償で
№６は〇〇の〇〇 〇〇の田、1 筆、250 ㎡、期間 10 年、10ａ当たり 6,200 円で
№７は〇〇の〇〇 〇〇の田、1 筆、250 ㎡、期間 10 年、10ａ当たり 6,200 円で
№８は〇〇の〇〇 〇〇の田、3 筆、8,897 ㎡、期間 9 年、10ａ当たり 13,500 円で、
№９-１、９-２は〇〇の〇〇 〇〇の田、3 筆、25,905 ㎡、期間 9 年、10ａ当たり
15,000 円で、
№１０は〇〇の〇〇 〇〇の田、3 筆、2,930 ㎡、期間 5 年、10ａ当たり 13,100 円で、
№１１は〇〇の〇〇 〇〇の田、5 筆、9,894 ㎡、期間 5 年、10ａ当たり 14,000 円で
№１２は〇〇の〇〇 〇〇の田、2 筆、2,596 ㎡、期間 5 年、10ａ当たり 15,000 円と
9,000 円で、それぞれ農地中間管理機構が借り入れるものであります。
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続きまして２１頁から２４頁までは、これと同じ内容の機構貸付分であり、議案書記載の
とおりでありますのでご覧願います。
この案件につきましては、申請者の申請に基づき、町が作成した「農用地利用集積計画書」
について、利用権設定案件については、担当地区の推進委員の方に調査票に基づく調査をお願
いし、また、公社売買の所有権移転案件につきましては、担当地区の農業委員及び推進委員に
農用地利用調整会議への立会いをお願いし、提案しております。
以上であります。
○議長（佐賀昭男 会長）
事務局の説明が終わりましたので、審議を行いますが、所有権移転の公社売渡の No.１は〇
〇 〇〇推進委員が、機構借入の No.９-1 と機構貸付の No.６は〇〇 〇〇推進委員が、議事
参与の制限に該当しますので、それらを除いた案件を先に審議したいと思います。
意見、討論、質疑ございませんか。
（
「なし」の声あり）
ないようですので、採決を行います。
議案第１５号の所有権移転公社売渡の No.１、機構借入の No.９-1 と機構貸付の No.６以外
の案件について、原案のとおり決するに賛成の農業委員の挙手を求めます。
挙手全員であります。
よって、議案第１５号の所有権移転公社売渡の No.１、機構借入の No.９-1 と機構貸付の
No.６以外の案件については、原案のとおり可決されました。
○議長（佐賀昭男 会長）
それでは、議案第１５号の所有権移転公社売渡の No.１を審議しますので、〇〇 〇〇推進
委員の退席を求めます。
（〇〇 〇〇推進委員 退席）
それでは審議を行います。意見、討論、質疑ございませんか。
（
「なし」の声あり）
ないようですので、採決を行います。議案第 1５号の所有権移転公社売渡の No.１につい
て、原案のとおり決するに賛成の農業委員の挙手を求めます。
挙手全員であります。よって、議案第１５号の所有権移転公社売渡の No.１については原案
のとおり可決されました。
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〇〇 〇〇推進委員の出席を求めます。
（〇〇 〇〇進委員 出席）
〇〇 〇〇推進委員に報告します。議案第１５号の所有権移転公社売渡の No.１については
原案のとおり可決されました。
○議長（佐賀昭男 会長）
それでは、議案第１５号の機構借入の No.９-1 と機構貸付の No.６を審議しますので、
〇〇 〇〇農業委員の退席を求めます。
（〇〇 〇〇農業委員 退席）
それでは審議を行います。意見、討論、質疑ございませんか。
（
「なし」の声あり）
ないようですので、採決を行います。議案第１５号の機構借入の No.９-1 と機構貸付の
No.６について、原案のとおり決するに賛成の農業委員の挙手を求めます。
挙手全員であります。よって、議案第１６号の機構借入の No.９-1 と機構貸付の No.６につ
いては原案のとおり可決されました。
〇〇 〇〇農業委員の出席を求めます。
（〇〇 〇〇農業委員 出席）
〇〇 〇〇農業委員に報告します。議案第１５号の機構借入の No.９-1 と機構貸付の No.６
については原案のとおり可決されました。
○議長（佐賀昭男 会長）
次に、議案第１６号「農用地利用配分計画（案）の意見について」を議題といたします。
事務局の説明を求めます。
○事務局（佐藤 農地係長）
議案第１６号「農用地利用配分計画案の意見について」説明いたします。
この議案は、農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定により、猪苗代町
長から農業委員会の意見を求められたので審議をお願いするものであります。
２６頁をご覧ください。農地中間管理事業の機構貸付分であります。
№１から№４が 〇〇の〇〇 〇〇に、田、26 筆、58,465 ㎡、期間 2 年から 11 年で、10ａ
当たり 12,400 円、12,000 円、6,200 円、5,000 円で、及び畑、１筆、495 ㎡、期間 11 年、
10ａ当たり 2,000 円で公社が貸し付けるものであります。
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以上であります。
○議長（佐賀昭男 会長）
事務局の説明が終わりましたので、審議を行います。意見、討論、質疑ございませんか。
（
「なし」の声あり）
ないようですので、採決を行います。議案第１６号について、
「異議ない」旨回答することに
賛成の農業委員の挙手を求めます。
挙手全員であります。よって、この案件は「異議ない」旨回答することに決定しました。
以上で、本総会に付議されました案件はすべて終了いたしました。ありがとうございました。
○議長（佐賀昭男 会長）
それでは、これをもちまして、令和２年 第４回猪苗代町農業委員会定例総会を閉会いたしま
す。ご協力ありがとうございました。
（閉会時間：１６時２７分）
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本委員会定例総会の内容を記録し、相違ないことを証明するため議長及び議事録署名人はこ
こに署名する。

令和２年４月１７日

議

長 （会 長）

署

名

人

署

名

人

14 / 14

