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田辺市農業委員会議事録 

平成２８年１２月２日（金）午後２時３０分 田辺市役所別館 ３階 大会議室 

農業委員数３９名 

出席者３６名 

１番 山崎 清弘  ２番 玉置 俊裕   ３番 桑原  壽   ４番 棒引 昭治       

５番 市橋 宗行  ６番 向日 一義   ７番 前田  登   ８番 森  敦孝 

９番 更井 寛司 １０番 丸屋 弘吉  １１番 小谷 清雅  １２番 皿田  功 

１３番 田渕  宏 １４番 中山 敏久  １５番 瀧本 和明  １６番 杉若 陽一 

          １８番 坂本 一馬  １９番 横尾 泰行  ２０番 青木  登 

２１番 那須 京子 ２２番 那須  克  ２３番 上森  力  ２４番 寒川 加代子 

２５番 玉置  伸 ２６番 鈴木 直孝  ２７番 溝口 健治  ２８番 上中 悠司 

２９番 坂本 茂久            ３１番 岡上  達  ３２番 長嶝 博司  

３３番 川井 洋之 ３４番 中村 洋子  ３５番 矢敷 勇氣男 ３６番 松本 忠巳 

３７番 峯園 五郎            ３９番 蔭地 明一            

             

欠席者      １７番 泉  雅行  ３０番 松窪 俊英  ３８番 石谷  強 

                         

事務局      局長 平田 耕一  農地係長 岡内 伸午  主査 松平 忠敏 

会議録署名委員  ３３番 川井 洋之  ３４番 中村 洋子 

 

議    長   皆さん、こんにちは。一昨日から昨日にかけ、農業者年金の全国加入セミ

ナーと全国農業委員会会長会議のため東京に行ってきました。その中で大

変、子どもたちの食育が乱れてきているということで、もっと日本食を見

直してくれと言われてまいりました。また、会議の中で事例となるような

ものもいくつかございましたが、和歌山県にとりましては農地の集約化を

進めているところでありますが、事例からは参考となるものを見出すこと

はできないといった状況でございました。本日は忘年会も控えております

ので、早速始めさせていただきます。 

議    長   それでは最初に、平成２３年２月議案（利用権）の変更について、事務局

の説明をお願いします。 

農振課 田上   平成２３年２月議案（利用権）の変更について説明させていただきます。

１番、終期を平成２９年２月２８日から平成２８年１２月３１日に変更し

ています。 

議    長   はい、ありがとうございます。以上変更について、異議ございませんか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして、田辺市農業

経営基盤強化の促進に関する基本的な構想による利用権の設定の申し出が

ございますので事務局の説明をお願い申し上げます。 

農振課 田上   続きまして、田辺市農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想による

利用権設定について説明させていただきます。１番、○○○字○○○○、

畑の４３６㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用

貸借の紫蘇・にんにく、期間は平成２９年１月１日から平成３３年１２月
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３１日の新規です。２番、○○○字○○○○、田の６５０㎡、貸人は○○

○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、期間は平成２

９年１月１日から平成３８年１２月３１日の新規です。３番、○○○字○

○○○、畑の６０９㎡、他３筆、合計４，５３７㎡、貸人は○○○、○○

○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平成２９年１月１

日から平成３０年１２月３１日の新規です。４番、○○○字○○○○、畑

の１，８５３㎡、他１筆、合計９，４１０㎡、貸人は○○○、○○○○、

借人は○○○、○○○○、賃貸借のみかん・梅、全体で年間５万円、持参

払い、期間は平成２９年１月１日から平成３３年１２月３１日の更新です。

５番、○○○字○○○○、田の１，０４７㎡、貸人は○○○、○○○○、

借人は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平成２９年１月１日から

平成３１年１２月３１日の更新です。６番、○○○字○○○○、畑の５３

２㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借のみ

かん、期間は平成２９年１月１日から平成４８年１２月３１日の新規です。

７番、○○○字○○○○、畑の１，７２８㎡、貸人は○○○、○○○○、

借人は○○○、○○○○、使用貸借のみかん、期間は平成２９年１月１日

から平成３４年１２月３１日の更新です。８番、○○○字○○○○、畑の

８７１㎡、他１筆、合計１，４７９㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は

○○○、○○○○、使用貸借の野菜、期間は平成２９年１月１日から平成

３２年１２月３１日の更新です。９番、○○○字○○○○、田の８８２㎡、

他４筆、合計１，８７６㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○

○○○、使用貸借の野菜、期間は平成２９年１月１日から平成３８年１２

月３１日の新規です。１０番、○○○字○○○○、畑の９８８㎡、貸人は

○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平成

２９年１月１日から平成３８年１２月３１日の新規です。１１番、○○○

字○○○○、田の１，０３８㎡、他３筆、合計１，９８４㎡、貸人は○○

○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、期間は平成２

９年１月１日から平成３８年１２月３１日の新規です。１２番、○○○字

○○○○、田の８１７㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○

○○、使用貸借の水稲、期間は平成２９年１月１日から平成３８年１２月

３１日の新規です。１３番、○○○字○○○○、田の４８０㎡、他１１筆、

合計２，２００．８２㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○

○○、使用貸借の水稲、期間は平成２９年１月１日から平成３８年１２月

３１日の新規です。１４番、○○○字○○○○、畑の４．４５３内４，４

４３．１２㎡、他６筆、合計１０，９１９．１２㎡、貸人は○○○、○○

○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借のみかん・梅、期間は平成２９

年１月１日から平成３８年１２月３１日の新規です。１５番、○○○字○

○○○、畑の６０４㎡、他１筆、合計３，４２７㎡、貸人は○○○、○○

○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借のみかん、期間は平成２９年１

月１日から平成３８年１２月３１日の新規です。１６番、○○○字○○○

○、畑の２，０５１㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○

○、使用貸借のみかん、期間は平成２９年１月１日から平成３８年１２月
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３１日の新規です。１７番、○○○字○○○○、畑の３，９５６㎡、他１

筆、合計５，９１６㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○

○、使用貸借のみかん、期間は平成２９年１月１日から平成３８年１２月

３１日の新規です。合計１７件、４８筆、４９，９９７．９４㎡、貸手１

４名、借手９名です。この１７件は農業経営基盤強化の促進に関する基本

的な構想による利用権を設定したい旨の申出があったので、ご審議をよろ

しくお願いいたします。 

議    長   はい。ありがとうございます。それでは逐条審議をお願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番については○○○○です。異議ございません。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。親子間の貸借です。異議ございません。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。親戚同士です。異議ございません 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。更新で異議ございません。 

議    長   はい、５番。 

○○番 委員   ○○番○○です。更新です。異議ございません。 

議    長   はい、６番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、７番。 

○○番 委員   ○○番○○です。更新で異議ございません。 

議    長   はい、８番。 

○○番 委員   ○○番○○です。更新で異議ございません。 

議    長   はい、９番。 

○○番 委員   ○○番○○です。９番、１０番について異議ございません。 

議    長   はい、１１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１１番、１２番、１３番について異議ございません。 

議    長   はい、１４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１４番、１５番、１６番、１７番について異議ございま

せん。 

議    長   はい、ありがとうございます。１７件について異議なしとのことでござい

ます。そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。それでは定例委員会に移

りたいと思います。本日の欠席委員さんは、１７番泉雅行委員さん、３０

番松窪俊英委員さん、３８番石谷強委員さんより欠席の届けが出てござい

ます。本日の会議録署名委員に、３３番川井洋之委員さん、３４番中村洋

子委員さんよろしくお願いをいたします。本日の議案は、議案第１号農地

法第３条申請について、議案第２号農地法第４条申請について、議案第３

号農地法第５条申請について、議案第４号農地法第２条の規定による農地

でない旨の証明願について、議案第５号農地等売渡あっせん申出について、

報告第１号農地等売渡あっせん成立について、報告第２号農地法施行規則



4 

 

第２９条第１項第１号による届出について、報告第３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４号農地使用貸借契約の合意解約

通知についてを上程させていただきます。それでは議案第１号農地法第３

条申請について、事務局の説明をお願い申し上げます。 

松平  主査   １ページをお願いします。議案第１号農地法第３条申請を説明させていた

だきます。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共

に畑、面積は２，１２９㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、

○○○○、売買です。２番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記

簿、現況共に畑、面積は６８５㎡、他１筆、合計１，０４６㎡、譲渡人は

○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買です。３番、土地の

所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況が畑の２８５㎡、譲渡

人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、交換です。４番、土

地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況が畑、面積は０．

３９㎡、他６筆、合計２８３．５８㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受

人は○○○、○○○○、交換です。５番、土地の所在は○○○字○○○○、

地目は登記簿が田、現況が畑、面積は１３７㎡、譲渡人は○○○、○○○

○、譲受人は○○○、○○○○、交換です。６番、土地の所在は○○○字

○○○○、地目は登記簿が田、現況が畑、面積は１９㎡、他２筆、合計１

３５㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、交換で

す。７番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況が畑

の７６㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、贈与

です。８番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況が

畑、面積は３０㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○

○、贈与です。９番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、

現況が畑、面積は４２㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、

○○○○、贈与です。１０番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登

記簿が田、現況が畑、面積は１７㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人

は○○○、○○○○、贈与です。１１番、土地の所在は○○○字○○○○、 

地目は登記簿、現況共に畑、面積は２，７５７㎡、他２筆、合計３，８９

０㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、贈与です。

１２番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面

積は４，２１３㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○

○、贈与です。１３番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が

田、現況が休耕田、面積は１０９㎡、他３筆、合計１，０７５㎡、譲渡人

は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買です。１４番、土

地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況が休耕田、面積は

３５５㎡、他２筆、合計１，０７５㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受

人は○○○、○○○○、売買です。１５番、土地の所在は○○○字○○○

○、地目は登記簿が田、現況が休耕田の４２７㎡、他６筆、合計２，０９

０㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買です。

１６番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況が畑、

面積は４２㎡、他１１筆、合計１，５８５㎡、譲渡人は○○○、○○○○、
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譲受人は○○○、○○○○、贈与、営農計画書有り(櫁・野菜)です。１７

番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に田、面積は

６６１㎡、他１筆、合計１，４７３㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受

人は○○○、○○○○、売買です。１８番、土地の所在は○○○字○○○

○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は５７５㎡、譲渡人は○○○、○○

○○、譲受人は○○○、○○○○、売買です。１９番、土地の所在は○○

○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は１９㎡、譲渡人は○○

○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買です。この１９件ついて

書類を審査したところ、常時従事、全部耕作、周辺農地への影響等、農地

法第３条第２項の許可できない要件には該当していませんので、許可の要

件を充たしていると判断いたします。ご審議の程よろしくお願い申しあげ

ます。 

議    長   ありがとうございます。１８番を除いて第３条申請の逐条審議をお願いし

ます。それでは１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番、２番について異議ございません。３番から１０番

については交換分合です。異議ございません。 

議    長   はい、１１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１１番は親子間の贈与です。異議ございません。１２番

も贈与で異議ございません。 

議    長   はい、１３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。地籍調査が入った段階で、相続される方がなく、相続権

の抹消となりました。１３番は町内会の役員さんが譲り受け、１４番につ

いてはご近所の方が、１５番については青年就農者の方に受けてもらいま

した。異議ございません。 

議    長   はい、１６番。 

○○番 委員   ○○番○○です。以前から譲受人の方が維持管理されておられます。異議

ございません。 

議    長   はい、１７番。 

○○番 委員   ○○番○○です。毎月、草刈りのため通って来られていましたが、近所の

方が譲り受けることになりました。異議ございません。 

議    長   はい、１９番。 

○○番 委員   ○○番○○です。譲渡人の方は通作していましたが、健康を害したという

ことです。この土地は譲受人の宅地に隣接しているということで申請され

ています。異議ございません。 

議    長   はい、議案第１号農地法第３条申請１８件異議なしとのことでございます。

そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。それでは１８番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、議案第１号農地法第３条申請１件異議なしとのことでございます。

そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 
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議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして議案第２号農

地法第４条申請について事務局の説明をお願い申し上げます。 

岡内  係長   ８ページをお願いします。議案第２号農地法第４条申請です。１番、土地

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況が休耕畑、面積は７

８６㎡、所有者は○○○、○○○○、使用目的及び規模は共同住宅１棟１

７４．４２㎡、駐車場・駐輪場等６１１．５８㎡、合計７８６㎡、着工日、

工事期間は許可書より６か月以内、農用地の内外は平成２７年２月１６日

に除外となっています。隣接同意、水利同意はございます。この土地は周

囲を道路と住宅地に囲まれた農地で、第２種農地です。２番、土地の所在

は○○○字○○○○、地目は登記簿が畑、現況共が休耕畑、面積は３２９

㎡、所有者は○○○、○○○○、使用目的及び規模は太陽光発電施設３２

９㎡、着工日、工事期間は許可日より３か月以内、農用地の内外は平成２

８年１１月２日に除外となっています。隣接同意、水利同意はございます。

この土地は周囲を道路と住宅地に囲まれた農地で、第２種農地です。以上

２件につきまして、申請書、添付書類を審査しましたところ、農地法第４

条第２項の許可できない要件に該当しないと判断します。ご審議の程よろ

しくお願い申し上げます。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、現地調査の代表委員の方の所見

を賜りたいと思います。 

○○番 委員   ○○番○○です。１１月２９日に事務局から２名、○○○○委員と私の合

計４名で４条申請２件、５条申請１１件、２条申請１件について現地調査

を行いました。４条について説明させていただきます。１番、申請場所は

○○○○に面したところです。申請地の西側が申請者経営の共同住宅です。

切土盛土なしで共同住宅にしたいということで、排水については合併処理

後、雨水と共に市道側溝へ流します。隣接同意、水利同意はございますの

で問題ないと思います。２番、申請場所は○○○○にあり、理由は当該畑

を相続しましたが、会社員のため耕作できず、太陽光発電施設にしたいと

いうことでございます。切土盛土なしで排水は自然浸透、隣接同意、水利

同意はございますので問題ないと思います。以上です。 

議    長   ありがとうございます。第４条申請の逐条審議をお願いします。それでは

１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。現地調査委員さんの報告のとおりです。異議ございませ

ん。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。現地調査委員さんの報告のとおりです。異議ございませ

ん。 

議    長   はい、議案第２号農地法第４条申請２件異議なしとのことでございます。

そのように取り扱ってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして議案第３号農

地法第５条申請について説明をお願い申し上げます。 

岡内  係長   ９ページをお願いします。議案第３号農地法第５条申請です。１番、土地
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の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況が畑、面積は１，５

３３㎡の内５８１㎡、貸人が○○○、○○○○、借人が○○○、○○○○、

使用目的及び規模は太陽光発電施設５８１㎡、着工日、工事期間は許可日

より３か月以内、農用地の内外は平成２６年１０月２４日に除外となって

います。この土地は周囲を河川と水路に囲まれた農地で、第２種農地です。

２番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積

は９５６㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使

用目的及び規模は倉庫１棟１９９㎡、駐車場７５７㎡、合計９５６㎡、着

工日、工事期間は許可日より４か月以内、農用地の内外は平成２８年１１

月２日に除外となっています。隣接同意、水利同意はございます。この土

地は周囲を道路と住宅地に囲まれた農地で、第２種農地です。３番、土地

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が畑、現況が休耕畑、面積は１，

０７６㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用

目的及び規模は太陽光発電施設１，０７６㎡、着工日、工事期間は許可日

より１２か月以内、農用地の内外は平成２８年１１月２日に除外となって

います。隣接同意はございます。水利同意は不要です。この土地は周囲を

道路に囲まれた農地で、第２種農地です。４番、土地の所在は○○○字○

○○○、地目は登記簿が畑、現況が休耕畑の１，０７６㎡、譲渡人は○○

○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は太陽光発

電施設１，０７６㎡、着工日、工事期間は許可日より１２か月以内、農用

地の内外は平成２８年１１月２日に除外となっています。隣接同意はござ

います。水利同意は不要です。この土地は周囲を道路に囲まれた農地で、

第２種農地です。５番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が

畑、現況が休耕畑、面積は８８７㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人

は○○○、○○○○、使用目的及び規模は住宅１棟６２．９４㎡、倉庫１

棟６６．１２㎡、駐車場・庭園等７５７．９４㎡、合計８８７㎡、着工日、

工事期間は許可日より６か月以内、農用地の内外は平成２８年１１月２日

に除外となっています。隣接同意、水利同意はございます。この土地は周

囲を住宅地と道路に囲まれた農地で、第２種農地です。６番、土地の所在

は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑の４３７㎡、貸人は○○

○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は住宅１棟１

０５．５１㎡、庭園・駐車場３３１．４９㎡、合計４３７㎡、着工日、工

事期間は許可日より１２か月以内、農用地の内外は平成２８年１１月２日

に除外となっています。隣接同意、水利同意はございます。この土地は周

囲を道路に囲まれた農地で、第２種農地です。７番、土地の所在は○○○

字○○○○、地目は登記簿が田、現況が畑、面積は５８２㎡、譲渡人は○

○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は分譲住

宅３棟１４１．７７㎡、駐車場・庭園等４４０．２３㎡、合計５８２㎡、

着工日、工事期間は許可日より６か月以内、農用地の内外は当初抜きとな

っています。隣接同意、水利同意はございます。この土地は周囲を道路と

住宅地に囲まれた農地で、第２種農地です。８番、土地の所在は○○○字

○○○○、地目は登記簿が田、現況が雑種地、面積は７６㎡、他１筆、合
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計２６１㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使

用目的及び規模は駐車場２６１㎡、着工日、工事期間は許可日より６か月

以内、農用地の内外は平成２８年１１月２日に除外となっています。隣接

同意、水利同意はございます。始末書ございます。私は農業委員会の許可

が必要であることを知らずに当該地を舗装し駐車場にしてしまいました。

このことについては誠に申し訳なく思っております。今後、このようなこ

とがないように厳重に注意いたしますので今回だけは何卒ご配慮をお願い

します。この土地は周囲を道路と山林に囲まれた農地で、第２種農地です。

９番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が畑、現況が休耕畑、

面積は２６１㎡、他４筆、合計１，２４４㎡、譲渡人は○○○、○○○○、

譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は太陽光発電施設１，２４

４㎡、着工日、工事期間は許可日より４か月以内、農用地の内外は平成２

８年１１月２日に除外となっています。隣接同意はございます。水利同意

は不要です。この土地は過疎化の山村地域にある小集落の農地で、第２種

農地です。１０番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、

現況が休耕田、面積は３６６㎡、他２筆、合計９１０㎡、譲渡人は○○○、

○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は太陽光発電施

設９１０㎡、着工日、工事期間は許可日より３か月以内、農用地の内外は

平成２８年１１月２日に除外となっています。隣接同意、水利同意はござ

います。この土地は過疎化の山村地域にある小集落の農地で、第２種農地

です。１１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が畑、現況

が休耕畑、面積は１，５８８㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○

○○、○○○○、使用目的及び規模は太陽光発電施設１，５８８㎡、着工

日、工事期間は許可日より６か月以内、農用地の内外は平成２８年１１月

２日に除外となっています。隣接同意はございます。水利同意は不要です。

この土地は過疎化の山村地域にある小集落の農地で、第２種農地です。以

上１１件につきまして、申請書、添付書類を審査しましたところ、農地法

第５条第２項の許可できない要件に該当しないと判断します。ご審議の程

よろしくお願い申し上げます。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、現地調査の代表委員の方の所見

を賜りたいと思います。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番、申請場所は○○○○、現況は畑です。隣接状況は

東側が畑で同意あり、西側が○○○○、公衆用道路、南側が田で同意あり、

北側が田で同意あります。水利同意もあります。転用理由は貸人は妻及び

長男で営農していますが、高齢化のため現在の規模での営農は困難なため、

太陽光発電施設として使用貸借したく申請するものです。内容は太陽光発

電施設、パネル６４枚、１９．７２ｋｗ、切土盛土なし、排水等は雨水は

自然浸透です。問題ないと思います。２番、申請場所は○○○○から北へ

約２００ｍ、現況は梅畑です。隣接状況は東側が畑で同意あり、西側が宅

地、南側が田と畑で同意あり、北側が畑で同意ありです。水利同意もござ

います。転用理由は将来農地を維持していくことが困難となるため売却を

考えていたところ、隣接の建設業者に譲渡するものです。内容は倉庫１棟
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１９９㎡、駐車場７５７㎡、擁壁７０ｍ、排水等は雨水は自然浸透及び東

側水路へ排水します。問題ないと思います。３番、申請場所は○○○○よ

り北へ約１ｋｍ、現況は休耕畑です。隣接状況は東側が田で同意書あり、

西側が田で同意書あり、南側が田で同意あり、北側が譲渡人の田です。水

利同意は不要です。転用理由は高齢で農業継続が困難なため、太陽光発電

施設用地として譲渡したく申請するものです。内容は太陽光発電施設、パ

ネル２７５枚、５９．６５ｋｗ、切土盛土なし、排水等は雨水は自然浸透

です。問題ないと思います。４番、申請場所は○○○○より北へ約１ｋｍ、

現況は休耕畑です。隣接状況は東側と西側が田で同意あり、南側が譲渡人

の田、北側が田で同意あり、水利同意は不要です。転用理由は譲渡人は高

齢で農業経営が困難なため太陽光発電施設用地として譲渡したく申請する

ものです。内容は太陽光発電施設、パネル２７５枚、５９．６５ｋｗ、切

土盛土なし、排水等は雨水は自然浸透です。問題ないと思います。５番、

申請場所は○○○○より南へ約２５０ｍ、現況は休耕畑、隣接状況は東側

と西側と南側が畑で同意あり、北側が公衆用道路、水利同意あり、高齢で

耕作が困難なため、譲受人の住宅等用地として申請するものです。転用内

容は住宅１棟６２．９４㎡、倉庫１棟６６．１２㎡、駐車場庭園等７５７．

９４㎡、切土盛土なし、排水等は合併処理後雨水とともに既存の排水路へ

流します。問題ないと思います。６番、申請場所は○○○○より南へ約２

００ｍ、現況は畑、隣接状況は東側が畑で同意あり、西側が貸人の畑、南

側が公衆用道路、北側が県道です。水利同意あり。転用理由は貸人は梅を

栽培していますが、収穫量の減少が著しいため、子どもの住宅用地として

使用したく転用するものです。内容は住宅１棟１０５．５１㎡、庭園、駐

車場等３１１．４９㎡、切土盛土なし、排水等は合併処理後、雨水ととも

に用排水路へ流します。 

○○番 委員   ○○番○○です。７番、申請場所は○○○○にあり、市道沿いの梅畑です。

梅の安値もあり農業の縮小を考えていたところ、分譲住宅用地として譲渡

するものです。北側だけ畑で同意もあり、水利同意もあります。切土５５

から６５ｃｍで分譲住宅３棟の計画です。排水等は合併処理後雨水ととも

に市道側溝へ流します。問題ないと思います。８番、申請場所は○○○○、

現在は○○○○となっています。問題ないと思います。９番、申請場所は

○○○○から東へ約３００ｍです。休耕畑ですが草刈りはしていました。

管理に困っていたところ太陽光発電施設用地として譲渡するものです。切

土盛土なしで雨水は自然浸透です。隣接同意もあり、問題ないと思います。

１０番、申請場所は○○○○から東へ約１５０ｍです。休耕畑です。獣害

により農業が困難なため、太陽光発電施設用地として譲渡するものです。

切土盛土なしで雨水は自然浸透です。隣接同意、水利同意もあり、問題な

いと思います。１１番、申請場所は○○○○から南側にある休耕畑です。

営農が困難なため、太陽光発電施設用地として譲渡するものです。切土盛

土なし、雨水は自然浸透、隣接同意もあり問題ないと思います。以上です。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、逐条審議をお願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番、２番について、現地調査委員さんの報告のとおり
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です。異議ございません。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。現地調査委員さんの報告のとおりです。異議ございませ

ん。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。現地調査委員さんの報告のとおりです。異議ございませ

ん。 

議    長   はい、５番。 

○○番 委員   ○○番○○です。５番、６番について、現地調査委員さんの報告のとおり、

異議ございません。 

議    長   はい、７番。 

○○番 委員   ○○番○○です。周囲や水利の同意もあり、異議ございません。 

議    長   はい、８番。 

○○番 委員   ○○番○○です。現地調査委員さんの報告のとおり、異議ございません。 

議    長   はい、９番。 

○○番 委員   ○○番○○です。９番、１０番について、異議ございません。 

議    長   はい、１１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。現地調査委員さんの報告のとおり、異議ございません。 

議    長   はい、議案第３号農地法第５条申請１１件異議なしとのことでございます。

そのように取り扱ってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして議案第４号農

地法第２条の規定による農地でない旨の証明願について事務局の説明をお

願いします。 

岡内  係長   １３ページをお願いします。議案第４号農地法第２条の規定による農地で

ない旨の証明願についてです。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地

目は登記簿が田、現況が宅地の５９８㎡、申請人は○○○、○○○○、平

成３年に作業場兼倉庫を建築し、残り地を梅干場として利用し始め現在に

至っております。以上１件、ご審議の程よろしくお願いします。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、現地調査の代表委員の方の所見

を賜りたいと思います。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番、申請場所は○○○○。長年、倉庫や梅干場として

利用しているようでございました。地元委員さんの証明もありますので問

題ないと思います。以上です。 

議    長   はい、ありがとうございました。それでは逐条審議をお願い申し上げます。

１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。現地を視てまいりました。議案書に書いているとおり、

倉庫や梅干し場となっていました。異議ございません。 

議    長   はい、ありがとうございます。議案第４号農地法第２条の規定による農地

でない旨に証明願について、異議なしとのことでございます。そのように

取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 
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議    長   それでは、そのようにさせていただきます。続きまして、議案第５号農地

等売渡あっせん申出について、事務局からの説明をお願いします。 

岡内  係長   １４ページをお願いします。議案第５号農地等売渡あっせん申出です。１

番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は

５，４３９㎡、他１筆、合計８，９５１㎡、作物は果樹、１０アール当た

り収穫量等は３，２００ｋｇと４，０００ｋｇです。希望価格は４２４万

円と３００万円です。所有者は○○○、○○○○です。以上１件、ご審議

の程よろしくお願いします。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは地元委員さんの状況説明をお願い

します。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。ここは○○○○にあります。この農地は緩やかな山畑で

申出人の家の近くにあり、日当たりも良く、管理もきちんとされています。

以上です。 

議    長   はい、ありがとうございます。議案第５号の１件につきまして、あっせん   

することにご異議ございませんか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   それでは、あっせん委員さんを私の方から指名させてもらってよろしいで 

しょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   それでは、○○○○委員さんと○○○○委員さんと○○○○委員さんです。

以上１件、あっせん委員の皆さんよろしくお願いします。続きまして、報

告第１号農地等売渡あっせん成立について事務局の説明をお願いします。 

岡内  係長   １５ページをお願いします。報告第１号農地等売渡あっせん成立について

です。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、

面積は５８８㎡、売渡人は○○○、○○○○、買受人は○○○、○○○○、

成立日・価格は平成２８年１１月１７日、２０万円です。あっせん委員は

○○○○委員、○○○○委員、○○○○委員の３名でした。以上１件、ご

報告申し上げます。 

議    長   はい、ありがとうございます。あっせん委員の皆さんご苦労様でした。只

今の報告について、顛末の方よろしくお願いします。 

○○番 委員   ○○番○○です。前回の定例会であっせんの申出があったものです。この

畑については農業公社との利用権設定がありましたので、それを解除する

のに時間が掛かりました。日にちも迫っておりましたので１７日に○○○

○さん宅で成立をしてまいりました。買受人の○○○○さんについては前

回も５反ほどをあっせんで買い取った経緯がございます。以上です。 

議    長   はい、ありがとうございます。報告第１号の１件について、ご意見、ご質

問ございませんか。 

         （なしの声あり。） 

議    長   ないようでございますので、報告第１号、報告とさせていただきます。続

きまして、報告第２号農地法施行規制第２９条第１項第１号による届出の

件について、事務局からの説明をお願いします。 

松平  主査   １６ページをお願いします。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目
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は登記簿、現況共に畑、面積は１４６㎡の内１０．５㎡、届出人は○○○、

○○○○、使用目的及び規模は農業用倉庫５６㎡、転用面積は１０．５㎡

です。以上１件、ご報告申し上げます。 

議    長   報告第２号の１件について、ご意見、ご質問ございませんか。 

         （なしの声あり。） 

議    長   ないようでございますので、報告第２号、報告とさせていただきます。続

きまして、報告第３号農地法第１８条第６項の規定による通知について、

事務局からの説明をお願いします。 

松平  主査   １７ページをお願いします。報告第３号農地法第１８条第６項の規定によ

る通知についてです。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記

簿が田、現況が休耕田、面積は４２７㎡、他３筆、合計１，６４８㎡、賃

貸人は○○○、○○○○、賃借人は○○○、○○○○、賃貸借の合意解約

をした日は平成２８年１１月９日です。以上１件、ご報告申し上げます。 

議    長   報告第３号の１件について、ご意見、ご質問ございませんか。 

         （なしの声あり。） 

議    長   ないようでございますので、報告第３号、報告とさせていただきます。続

きまして、報告第４号農地使用貸借契約の合意解約通知について、事務局

からの説明をお願いします。 

松平  主査   １８ページをお願いします。報告第４号農地使用貸借契約の合意解約通知

についてです。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現

況共に田、面積は１，０３８㎡、他３筆、合計１，９８４㎡、貸人は○○

○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の合意解約をした日は

平成２８年１１月１７日、理由は経営基盤強化促進法の利用権の設定で、

農地中間管理機構に貸すためです。以上１件、ご報告申し上げます。 

議    長   報告第４号の１件について、ご意見、ご質問ございませんか。 

         （なしの声あり。） 

議    長   ないようでございますので、報告第４号、報告とさせていただきます。そ

れでは他の案件ですが、１１月の県農業会議提出案件の４条３件について

無事答申されましたことご報告申し上げます。これで予定しておりました

案件は全て終了しましたが、皆さんから何かございませんか。 

（なしの声あり。） 

議    長   ないようでございましたら、長時間に亘りまして慎重にご審議いただきま

してありがとうございました。本日はこれで終了いたします。どうもあり

がとうございました。 

 

午後３時５０分終了 


