
平成３１年度第１回定例農業委員会 議事録 

１．開催日時 

平成 31 年 4 月 10 日（水）  開会 9：30～ 

 

２．開催場所 

岡垣町役場 301 会議室 

 

３．出欠の状況 

（１）出席委員  12 名 

      田原 一男   俵口 和義    青柳 政士   早苗 泰博       

村田 和久   神谷 貢    野中 利彦     木原 緑         

大村 武彦   井𡈽 光德   廣渡 秀雄   門司 雅門 

 

４．委員会に附した議案 

議案第  1号 農地改良届について 

議案第  2号 農地の一時利用届について 

 

５．事務局出席者 

    秋武 重成   秦 啓   三並 裕紀  



議長    それでは、只今より第 1回定例農業委員会を開催させて頂きます。起立。礼。 

 

全員    おはようございます。 

   

議長    それでは現地確認について事務局お願いします。 

 

事務局   はい、2番現地確認、今回については二件になります。地番は議案記載の通りです。こちら

が農地改良届になっています。地番は議案記載の通りです。こちらが農地一時利用届にな

ります。以上です。 

     

議長    はい、それではさっそく現地確認に行きたいと思いますので、暫時休憩いたします。 

 

 

【現地確認】 

 

 

議長    それでは議案第 1号 農地改良届について、事務局説明お願いします。 

 

事務局   はい、議案第 1 号 農地改良届について、一時転用許可申請及び農地改良届等の取扱いに

ついてに規定される農地改良届について、意見を決定するため審議を求める。 平成３１

年４月１０日提出 岡垣町農業委員会 会長 田原一男 

      届出人は、以下の通りとなっております。 

対象農地については手野字篠間５１６番それと手野字篠間５１７番、この２筆になってお

ります。地目はどちらとも田、面積は５１６番が１８４３㎡、５１７番が１８７９㎡、農

地区分が農振農用地となっております。所有者、耕作者共に以下の通りとなっております。

利用目的としましては畦畔を除去し作業効率の向上と軽減を図るというところになってお

ります。次のページをお開き下さい。２ページが位置図になっております。こちらの２筆

について、その間の畦畔を除去して２枚の田を１枚にするものというところになっており

ます。作付け計画については水稲と麦を今後作っていくというところです。畦畔の高さは

約３０ｃｍ程度、幅は６０ｃｍ程度というところでこちらは農地の低い所に土を入れてい

ってですね、あのフラットにしながら畦畔を除去するところとなっております。１件目は

以上になります。 

 

議長    議案第１号につきまして、事務局でご説明いたしましたが、何かご質問ご意見等ございま

したら。 

 

井𡈽委員  これからの時代の後継者のことと、土地の田んぼとか畑で使う予定が無い田んぼが増えて

くると思うんです。その時に自分の土地名義の場合あるいは他人の土地を借りるとする場



合両方あると思うんですけれども、これ一回一回こういう工事の時に届け出て了承を得な

ければいけないんですか？それとも、これはあの本人が納得すれば届出なしでやれるんで

すか？ 

 

事務局   はい、届出が必要にはなってきます。結局その届出が無いと結局もう何もその農業委員会

が察知しないまま全ての農地にその色んな改良が出来るという形になっておりますので、

基本的には届出制をおこなっております。 

 

井𡈽委員  自分の土地であっても？ 

 

事務局   そうですね、はい。 

 

井𡈽委員  逆に言うと、終わってからこうしとった方がいいという形にはならない？ 

 

事務局   そうですね。 

 

井𡈽委員  これがあって逆にその正直去年もそうかもしれないけれども、あの土地を借り受けて作っ

ている時それぐらい田んぼに大きなトラクターとかコンバインを入れて何か無理して作っ

ている所が結構あるでしょう？今。だからこれをあの簡単に済むような形で届出だけでも

簡単に済むような形があったらもう少しこう進むんじゃないかなと思っとるんだけども。 

 

事務局   まあ現実的にはそういうことかもしれませんけれども農地法についてはこれは届出と、必

ず届出ということです。法的にはなっておりますので。 

 

井𡈽委員  もう一ついいですか？ 

 

事務局   はい。 

  

井𡈽委員  今回の場合ですね、その隣の田んぼと殆んどその段差がまあ１０㎝未満位という間隔です

けども、仮にやっぱ３０ｃｍ、４０ｃｍを上げるとなればやっぱり下の人の了解もいりま

すし、工事につきましてもやっぱそこに基礎をきちんとつくという工事基礎もすると思い

ますのでやっぱ今後ですねそういう届出というのは農業委員会の許可が必要ではないかと

思われます。以上です。 

       

事務局   １件よろしいですか？あの先程お話した通りでですね、農地の改良届は当然必要になって

きます。ただ、あの農業委員会のですね過去の取り決めでこういった農地の改良届とかで

すね或いは一時転用になるかというのはその改良の高さとか面積とかによってまあ一時転

用するものなのか、改良届で済むものなのかというのは決まってくるんですけど、この改



良届については、過去の農業委員会の中できちんと先程話したように農業委員会が全く知

らないという事ではそれはもうちょっといかんだろうという所できちんと農業委員会の方

の総会にはかってこの改良届についても承認して行きましょうという流れになっておりま

す。はい、よろしくお願いいたします。 

 

議長    他に？ 

 

神谷委員  ちょっといいですか？今の件なんですが１筆でですね、私は何枚も田があるとです。その

持ち主は一人という場合は届けんでもいいんじゃないですか？ 

 

事務局   ですから、原則農地を扱う場合は当然面積にもよりますし、 

 

神谷委員  扱うんじゃなくてそこ全体がね１筆申請になっとるんですよ。その中に例えば５枚とか６

枚とか１筆であるんですね。その時はもう関係ないんじゃない？ 

 

事務局   １筆の中にあるということですか？ 

  

神谷委員  １筆で申請されとるわけですよ。例えば国土調査の時に１筆でしてあるんやろ。昔は                    

      １筆で段差が３段くらいあって、でその田んぼが現的には３枚の田んぼとかね。 

 

事務局   基本的には現況を変える場合はですね、届出頂いた方がよろしいんじゃないかなという風

に思います。ま、当然その農地として、 

 

神谷委員  その地籍図を見ると一枚になっとるんですよ。 

 

事務局   地籍図はですね、ただ現況で農地というところで見ればその段差が３枚あってですね、そ

れを若干こうなんと言うんですか、形状を変えるとかいう所があれば、その届出をして頂

きたいなというところですね。必要ですということです。 

 

神谷委員  現況を変えるんじゃないんですよ。全体的な面積そのものは変わらんのです。ただその中

に小さなその田が何枚も。 

 

事務局   それで畦畔を掘ったりなんかするということですね。 

 

神谷委員  他の地主には迷惑はかからんわけです、自分の田であれば。 

 

事務局   一応原則的には、届を出してもらうという事になっとるんで現況を変えるということは、

届出ということがこれは義務づけられる。 



事務局   それはその上から見た場合はその１枚かもしれませんが、横から段差的に言えば上を削っ

て下を上げずということで上と横と横の地籍の人とは段差が高くなるし、下はまた高くな

るということで、そこでやっぱりお互いの了解を得ながら工事して行えるよう 

 

神谷委員  了解も何も他の人には迷惑はかからん、ずっと田やけん。 

 

事務局   やっぱり高くなることによってやっぱりそこで崩壊したりとか、大雨によっては崩壊した

り、上がやっぱり 

 

神谷委員  結構ね、個人でやってる方多いわけよ。 

 

事務局   まああの無届とかでされる場合あると思うんですけど、特に交付金とかはですね、結構畦

畔率とかをかけてする場合もあるんですよね、当然。ですからそこが畦畔で３枚とってい

たところが１枚になったら当然畦畔率低くなりますし、 

 

神谷委員  畦畔低くなくなる 

 

事務局   だから無くなったら低くなくなります、その分余計にとればですね。 

 

事務局   それはだからあの届出で言えばあのして下さいというところですね。はい。 

 

議長    他に？ 

      無いようでしたら質疑終わらせて頂きます。議案第１号につきまして承認頂ける方挙手を

お願いいたします。はい、ありがとうございます。 

      それでは続きまして、議案第２号 農地の一時利用届について、事務局説明お願いします。 

 

事務局   議案第２号 農地の一時利用届について、農地法施行規則第２９条に規定される町による

農地の一時利用について意見を決定するため審議を求める。 平成３１年４月１０日提出 

岡垣町農業委員会 会長 田原一男 

      こちらですね、届出人は町になっております。 

対象農地は、海老津２丁目１２１２番１、地目は田、面積は５３７㎡、区分については用

途地域が入ってます。第１種住居地域になっております。所有者は以下の通り。利用目的

としては小豆橋補修工事に伴う仮設駐車場です。利用期間が平成３１年５月１日から平成

３１年８月３１日までとなっております。次のページ、５ページがこちら位置図となって

おります。６ページ開いていただいてですね、こちらが駐車場にした時の利用計画図とな

っております。現在、小豆橋の補修工事を行う予定でこちら全て通行止めという風な形を

とります。歩行者については仮設の橋を設置して対応しますが、自動車については小豆橋

の対岸ですね、あちらちょっと見ていただいたと思うんですど対岸の方が袋小路となって



おりますので、迂回路の確保が困難というところでですね、仮設駐車場を作るという形に

なっております。田んぼ転用の箇所については土木シートをひいた上でですね、砕石を行

って保護するという形で、乗り入れ部分については同じように土木シートと砕石によって

緩やかなカーブをひいて乗る入れが出きるように対応していくというところで確認をとっ

ております。次のページ開いて頂いて、こちらが参考になりますけど小豆橋の改修工事の

流れとなっております。まず仮設橋の設置、歩行者用の設置を行いまして、それから工事

に入って行くと、で既設の鉄板を撤去してその後に新たな鉄板をひいていくというところ

です。その際に緊急車両が通れるように４ｍ幅に拡張するというところで話を伺っており

ます。以上になります。 

 

議長    議案第２号について事務局にて説明がありましたが、何かご質問ご意見等ございましたら 

 

木原委員  ６ページにですね、この１１９６－３というとこが今歩いた道だと思うんですね。ここが

普段車両が通らない散歩道というか人が凄く通る場所なんですね。だからその手書きで出

入口と書いてある所まではこう結局駐車場になるので車が入ってきてそこにどんどん停め

ていくという事になりますよね。 

 

事務局   そうです、はい。 

 

木原委員  ちょっとそこが、危ないかなという気がしますけれども。普通の散歩の人或いは通勤中の

人が車で通らないと認識しているので。 

 

事務局   わかりました。 

 

木原委員  ちょっと短い幅ですけれども、ここの１１９６－３からその出入口のところまでがですね、

その鉄筋が通る状況であるのはちょっと日常が変わるなという。 

 

事務局   まあ、あの当然担当課の方、事業化の方にはそういうあの歩行者に対する注意の喚起、看

板かどうかわからないですけども、何らかの対策を取って頂くようにこちらからお願いし

たいと思います。 

 

木原委員  １日１００人くらい犬の散歩を含めて通っているというのを。 

 

議長    そこら辺はお互い気を付けて通行するようにお願いするしかないと思います。他にご意見

ございませんか。 

 

廣渡議員  あのこれ見るとせいろばたの件が、せいろばたが邪魔になるんじゃかないかと思うんだけ

ど。せいろばたはどういうするごとなっとる？せいろばた。 



 

      せいろばたのあれが支柱があるやろ、あの旗とかを立てる、お祭りとかに神社の下にある

石碑やないけど 

 

事務局   ポールがありましたよね？ 

      その辺は都市建設課の工事なので 

      かっこよくするからあれかなぁ。 

 

       

廣渡委員  それが地元が承諾せないかんのでは。 

 

事務局   それもちょっと確認をします。 

      地元に確認をきちんと取ること、 

 

廣渡委員  いや邪魔にならないいけど、たしか邪魔になるやろうと。今でも邪魔になりよるから 

 

事務局   移設する可能性もありますね。ちょっとそこは確認したいと思います。あの当然邪魔に 

 

廣渡委員  せいろばた簡単に動かされんもんね。 

 

事務局   せいろばたって言うんですね。 

 

議長    それもちょっと確認を。他にご意見ございましたら。 

 

井𡈽委員  この新しく出来上がる橋というのは今と同じような物になるんですか？あの担当が違うか

もしれませんが。 

 

事務局   はい、一応ですね拡幅しますので今とは少し形状異なってくると思いますけど、同じ鉄板

はひき直すような形になるので、その分は変更とあとちょっと幅は広くなるような形にな

ります。 

 

井𡈽委員  いや今実際にあるのは打ち込み用のマスみたいな板をポンと同じく上にポンとはってるだ

けで、あれやったらまた短期間でやれたんじゃないかなと思ったもんで。 

 

事務局   そうですね、一応新たな鉄板をひくような形なので。なってますね。 

 

議長    では他にご意見ございませんか？ 無いようでしたら質疑を終わらせて頂きます。議案第

２号についてご承認頂ける方は挙手をお願いします。はい、ありがとうございます。 



      それでは、続きましてその他の方に入らせて頂きます。その他について事務局お願いしま

す。 

 

【その他の事項】 

 

 

その他 

1. 岡垣町の農業巡りツアー実施について 

    

2. 日程について 

   平成３１年度全国農業委員会会長大会 

    日  時 平成３１年５月２７日（月）～２８日（火） 

    場  所 東京都 

    参集範囲 会長 

    

3. 次回の日程について 

   日  時  ５月１０日（金） 

   場  所  岡垣町役場 ３０１会議室 

 

 

 

議長 それでは、以上をもちまして第１回の定例農業委員会を終わらせて頂きます。起立、礼。

お疲れ様でした。 

 

全員 お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議事録署名人 

 

                         

 

 

                               


