
 
 
 
 

平成２５年３月１１日開催 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

議   事   録 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

田辺市農業委員会 

 
 
 
 
 
 



1 
 

田辺市農業委員会議事録 
平成２５年３月１１日（月）午後２時 中辺路コミュニティセンター １階 大会議室 
農業委員数３９名 
出席者３２名 

２番 玉置 俊裕   ３番 山本 芳雄   ４番 浅井 洋司 
６番 向日 一義   ７番 前田  登   ８番 森 敦孝 

９番 船本 幸雄 １０番 丸屋 弘吉  １１番 小谷 清雅            

１３番 山下 繁一 １４番 中山 敏久  １５番 瀧本 和明  １６番 杉若 陽一   
１７番 泉 雅行  １８番 坂本 一馬  １９番 横尾 泰行  ２０番 小山 茂廣 
２１番 那須 京子 ２２番 那須 克   ２３番 上森  力  ２４番 原 さだ 
２５番 玉置  伸 ２６番 鈴木 直孝             ２８番 上中 悠司 
２９番 坂本 茂久 ３０番 松窪 俊英  ３１番 岡上 達   ３２番 長嶝 博司 
３３番 川井 洋之 ３４番 中村 洋子             ３６番 松本 忠巳          

３７番 峯園 五郎   
             
欠席者      1番 峯 宏好   ５番 棒引 昭治    １２番 田和 芳雄  

２７番 溝口 健治 ３５番 矢敷 勇氣男   ３８番 石谷 強 
３９番 蔭地 明一 
                     

事務局      局長 愛須 誠  農地参事 高田 幸安  主査 松平 忠敏 
会議録署名委員  ６番 向日 一義   ７番 前田  登 
議    長   それでは定刻になりましたので開会にあたりまして一言ご挨拶を申し上げ

たいと思います。本日は中辺路町現地開催ということで、大変お忙しいと

ころでございますけれども、ご出席をいただきまして有難うございます。

今週は三寒四温を繰り返しながら、彼岸に向かってすっかり春めいて来る

ということでございます。本日は３月１１日と言うことで東日本大震災が

起こりまして丸２年と言う事で、新聞なりテレビで報道されているところ

であります。なかなか復旧、復興が進んでいない状況であるということが

報道されております。我々に関係が有ります農地については原発事故の関

係で除染という問題が大きく立ちはだかっておりまして、なかなか進んで

いないということです。我々にとって農地が使えないということは断腸の

思いで有りますけれども、一日も早い農地の復旧、復興を望んでいるとこ

ろでございます。それから国内情勢でございますけれども、先月２２日に

安倍総理がアメリカに行きまして、ＴＰＰ関連でございますけれども、聖

域なき関税の撤廃がない限りということが確認出来たということで、非常

に前のめりな姿勢で今週にも参加表明をするのではなかろうかという懸念

が出てきているところでございますけれども、アメリカの自動車業界から

は日本は参加をするなという署名があったということも聞いておりますけ

れども、何はともあり県の農業会議といたしましても今迄と変わりなく、

ＪＡ組織とも一緒になって聖域のあるなしに関係なく断固反対というスタ

ンスをこのまま続けて行きますので、ご理解をいただきたいと思ってござ

います。うれしい話題もございまして、石谷委員さんの熊野牛が共進会で
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最優秀賞を受賞されたということ、それから原さだ委員さんが代表を務め

ます龍神ハートが表彰されたということで、非常にうれしいニュースがご

ざいます。お二人のご健闘にお喜びを申し上げたいと思います。早速でご

ざいますけれども、議案審議をお願い申し上げます。本日の欠席委員さん

は５番の棒引委員さん、１２番の田和芳雄委員さん、２７番の溝口健治委

員さん、３５番の矢敷勇氣男委員さん、３８番の石谷強委員さん、３９番 

の蔭地明一委員さんの６名から欠席の届出が出てございます。1番の峯宏
好委員さんについては連絡をいただいておりませんので、もうすぐお見え

になると思います。それでは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 尾崎   皆様こんにちは、それでは農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想

による利用権設定、合意解約から説明させていただきます。１番、○○○

字○○○○、畑の４６３㎡、他５筆ありまして合計面積は３，８３７㎡、

貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の合意解約

をした日は、平成２５年２月２２日です。以上、報告させていただきます。

続きまして利用権設定について説明させていただきます。１番、○○○字

○○○○、他１筆、田の１，３８７㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は

○○○、○○○○、賃貸借の水稲、１万円の持参払い、期間は平成２５年

４月１日から平成２６年３月３１日の更新です。２番、○○○字○○○○、

畑の５，４２９㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、

賃貸借の梅、３万円の持参払い、期間は平成２５年４月１日から平成３０

年３月３１日の更新です。３番、○○○字○○○○、他１筆、田の１，０

６６㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、賃貸借の水

稲、年間米１０ｋｇの持参払い、期間は平成２５年４月１日から平成２６

年３月３１日の新規です。借手の住所が○○○○となっていますが、○○

○○に訂正願います。４番、○○○字○○○○、他１筆、田の１，１０７

㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、賃貸借の水稲、

年間米１０ｋｇの持参払い、期間は平成２５年４月１日から平成２６年３

月３１日の新規です。５番、○○○字○○○○、他２筆、田の１，２７８

㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、賃貸借の水稲、

年間米１０ｋｇの持参払い、期間は平成２５年４月１日から平成２６年３

月３１日の新規です。６番、○○○字○○○○、田の１，５５８㎡、貸手

は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、賃貸借の水稲と野菜、年

間２万円の口座払い、期間は平成２５年２月１日から平成２６年３月３１

日の更新です。７番、○○○字○○○○、田の４２４㎡、貸手は○○○、

○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、期間は平成２５年

４月１日から平成２６年３月３１日、更新です。８番、○○○字○○○○、

他１筆、田の１，５４７㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○

○○○、使用貸借の水稲、期間は平成２５年４月１日から平成２６年３月

３１日、更新です。９番、○○○字○○○○、他９筆、畑の３，８０９㎡、

貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、賃貸借の梅とみかん、
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年間６万円の口座払い、期間は平成２５年４月１日から平成２８年６月３

０日、新規です。１０番、○○○字○○○○、他１筆、畑の７，２８９㎡、

貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の梅とみか

ん、期間は平成２５年４月１日から平成３１年３月３１日、新規です。１

１番、○○○字○○○○、他１筆、畑の４，７００㎡、貸手は○○○、○

○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の梅とみかん、期間は平成２

５年４月１日から平成３１年３月３１日、新規です。１２番、○○○字○

○○○、田の８５９㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○

○、賃貸借の水稲、年間１万円の口座払い、期間は平成２５年４月１日か

ら平成２６年３月３１日、新規です。１３番、○○○字○○○○、他３筆、

畑の１，８４８㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、

使用貸借の梅、期間は平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日、新

規です。１４番、○○○字○○○○、他１筆、田の１，１４６㎡、貸手は

○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、賃貸借の水稲、年間２万７

千５百円の持参払い、期間は平成２５年４月１日から平成２８年３月３１

日、更新です。１５番、○○○字○○○○、田の１，０３５㎡、貸手は○

○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、期間は平成

２５年４月１日から平成２６年３月３１日、更新です。１６番、○○○字

○○○○、他１筆、畑の１，７３１㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は

○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平成２５年４月１日から平成３

０年３月３１日、更新です。１７番、○○○字○○○○、他１筆、田の２，

４８８㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借

の水稲、期間は平成２５年４月１日から平成３１年３月３１日、更新です。

１８番、○○○字○○○○、他２筆、畑の１，７０２㎡、貸手は○○○、

○○○○、借手は○○○、○○○○、賃貸借の野菜と豆、２万５６４円の

持参払い、期間は平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日、更新で

す。１９番、○○○字○○○○、畑の６９５㎡、貸手は○○○、○○○○、

借手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平成２５年４月１日から

平成３５年３月３１日、更新です。２０番、○○○字○○○○、他４筆、

畑の５，０８５㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、

使用貸借の梅、期間は平成２５年４月１日から平成３１年３月３１日、新

規です。２１番、○○○字○○○○、他４筆、畑の２，９６７㎡、貸手は

○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、賃貸借の梅、年間３万５千

円の持参払い、期間は平成２５年４月１日から平成３０年３月３１日、更

新です。２２番、○○○字○○○○、畑の１，２６２㎡、貸手は○○○、

○○○○、借手は○○○、○○○○、賃貸借の梅、年間３万円の持参払い、

期間は平成２５年４月１日から平成３０年３月３１日、更新です。２３番、

○○○字○○○○、他３筆、畑の１，０１４㎡、貸手は○○○、○○○○、

借手は○○○、○○○○、使用貸借のみかん、期間は平成２５年４月１日

から平成３１年３月３１日、新規です。２４番、○○○字○○○○、他３

筆、田と畑の１，５５１㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○

○○○、使用貸借の水稲と野菜、期間は平成２５年４月１日から平成２８
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年３月３１日、新規です。２５番、○○○字○○○○、田の６３１㎡、貸

手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、賃貸借の水稲、１万円

の持参払い、期間は平成２５年４月１日から平成２８年３月３１日、新規

です。２６番、○○○字○○○○、他５筆、この土地の地番、面積につい

て訂正があります。○○○○を○○○○に、面積を４６２㎡から７１㎡に

訂正願います。○○○○を○○○○に、面積を３２０㎡から２１１㎡に訂

正願います。全体面積は１，８０１㎡を１，３０１㎡に訂正願います。貸

手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、期間

は平成２５年４月１日から平成２８年３月３１日、更新です。２７番、○

○○字○○○○、他１筆、田の１，０７６㎡、貸手は○○○、○○○○、

借手は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、期間は平成２５年４月１日か

ら平成２８年３月３１日、新規です。２８番、○○○字○○○○、他１０

筆、この土地の地番、面積に訂正があります。○○○○を○○○○に、面

積を１５５㎡から１７８㎡に訂正願います。合計面積は田の３，６２８㎡

となります。貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸

借の水稲、期間は平成２５年４月１日から平成２８年３月３１日、更新で

す。２９番、○○○字○○○○、他１筆、田の１，１１０㎡、貸手は○○

○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、期間は平成２

５年４月１日から平成２７年３月３１日、更新です。３０番、○○○字○

○○○、他１０筆、田と畑の６，０８６㎡、貸手は○○○、○○○○、借

手は○○○、○○○○、賃貸借の水稲と野菜、年間６万円の口座払い、期

間は平成２５年４月１日から平成３５年３月３１日、更新です。３１番、

○○○字○○○○、田の７９９㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○

○、○○○○、使用貸借の水稲、期間は平成２５年４月１日から平成３０

年３月３１日、更新です。３２番、○○○字○○○○、他３筆、畑の１，

９１３㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、賃貸借の

刀豆、６千円の持参払い、期間は平成２５年４月１日から平成３０年３月

３１日、新規です。３３番、○○○字○○○○、畑の７，８８９㎡、貸手

は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平

成２５年４月１日から平成３１年３月３１日、新規です。３４番、○○○

字○○○○、他１筆、田の１，０７８㎡、貸手は○○○、○○○○、借手

は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、期間は平成２５年４月１日から平

成３０年３月３１日、更新です。３５番、○○○字○○○○、田の６３４

㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、

期間は平成２５年４月１日から平成２８年３月３１日、更新です。３６番、

○○○字○○○○、他３筆、田の２，３４０㎡、貸手は○○○、○○○○、

借手は○○○、○○○○、賃貸借の水稲、米３０ｋｇ持参払い、期間は平

成２５年４月１日から平成２８年３月３１日、更新です。以上合計３６件、

１０９筆、８１，９３９㎡を８１，４６２㎡に訂正願います。貸手３３名、

借手３０名です。この３６件は農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の

各要件を満たしていると考えます。ご審議をよろしくお願いいたします。 
議    長   はい。有難うございます。まず、利用権の合意解約についてご意見、ご質
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問ございませんか。 
         （なしの声あり。） 
議    長   無いようでございますので、報告とさせていただきます。それでは逐条審

議をお願い申し上げます。田和委員さんが欠席されておりますので、１番

からお願いいたします。１番。 
○○番 委員   はい、○○番です。１番について異議ございません。 
議    長   はい、２番。 
○○番 委員   ○○番です。２番について更新であり、異議ございません。 
議    長   はい、３番 
○○番 委員   ○○番です。３番４番５番について異議ございません。 
議    長   はい、６番。 
○○番 委員   ○○番です。６番について更新でございます。異議ありません。  
議    長   はい、７番。 
○○番 委員   ○○番です。７番８番については更新であり、異議ございません。  
議    長   はい、９番。 
○○番 委員   ○○番です。９番について異議ございません。  
議    長   はい、１０番。 
○○番 委員   ○○番です。１０番１１番ですけれども、ご主人が高齢者で耕作できない

ので、親元さんの方で耕作してくれるということで異議ございません。１

２番について今までは一人で農業をしておったのですが、なかなか一人で

は出来ないということで、隣接の○○○○が快く引き受けてくれたので異

議ございません。１３番について、これも近所同士で、○○○○は高齢者

で農業は出来かねるので、隣の○○○○に快く受けてもらったということ

で異議ございません。 
議    長   はい、１４番 
○○番 委員   ○○番です。１４番１５番について更新で異議ございません。 
議    長   はい、１６番。 
○○番 委員   ○○番です。１６番について更新で異議ございません。  
議    長   はい、１７番。 
○○番 委員   ○○番です。異議ございません。  
議    長   はい、１８番。 
○○番 委員   ○○番です。１８番について異議ございません。 
議    長   はい、１９番。 
○○番 委員   ○○番です。１９番更新で異議ございません。  
議    長   はい、２０番。 
○○番 委員   ○○番です。○○○○の○○○○は、元々貸人と同じ地区に住んでいた人

で、異議ございません。 
議    長   はい、２１番。 
○○番 委員   ○○番です。２１番から２２番について異議ございません。２３番につい

て、○○○○が亡くなりまして、近所に住んでいる○○○○が作るという

ことで異議ございません。 
議    長   はい、２４番。 
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○○番 委員   ○○番です。２４番について異議ございません。 
議    長   はい、２５番。 
○○番 委員   ○○番です。異議ございません。 
議    長   はい、２６番。 
○○番 委員   ○○番です。２６番２７番について異議ございません。 
議    長   はい、２８番。 
○○番 委員   ○○番です。２８番２９番について異議ございません。 
議    長   はい、３０番。 
○○番 委員   ○○番です。３０番３１番更新であり異議ございません。３２番について

借手が○○○○でありますが、土地が私の近くですので答弁させていただ

きます。○○○○の近くでありますが、管理が出来ないということで鳥獣

害がありますし、水の管理も大変ということで困っていたところ、○○○

○が刀豆を作られるということで、異議ございません。 
議    長   はい、３３番。 
○○番 委員   ○○番です。３３番について異議ございません。 
議    長   はい、３４番。 
○○番 委員   ○○番です。３４番３５番について異議ございません。３６番について、

○○番の○○○○が欠席されているため代わって答弁いたします。異議ご

ざいません。 
議    長   はい、以上３６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。 
６番  委員   本宮地域の反収は大体どれくらいですか。 
３６番 委員   栽培場所、栽培方法、耕作者により大きく異なりますが、慣行栽培では平

均して１０アール当り４３０ｋｇから４８０ｋｇほどと見ております。 
議    長   はい、よろしいですか。続きまして所有権の移転についての申出がござい

ますので、事務局の説明をお願い申し上げます。 
農振課 尾崎   所有権の移転について説明させていただきます。１番、○○○字○○○○、

他１筆、畑の８，６８９㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、

○○○○、利用目的は畑、対価は７５０万円、持参払いの、支払期限、所

有権移転の時期、引渡しの時期は３月２２日です。この申請は農業経営基

盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 
議    長   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。これは先月あっせん成立の報告があった土地です。○○○○

は若いかたで３６歳です。６，８００㎡の畑はみかん畑ですが、これも順

次梅畑に改植していくということです。異議ございません。 
議    長   はい、所有権移転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。本日の会議録署名委員に、６

番の向日一義委員さん、７番の前田登委員さん、よろしくお願いをいたし
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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号買受適格証明願農地法第３条について、議案第５号事業計画変更申

請農地法第４条について、報告第１号農地等売渡あっせん成立について、

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   ３条申請を説明させていただきます。１ページをお願いします。１番、土

地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は５８５

㎡、他に９筆ございまして合計面積は登記簿１８，４６９㎡の内１８，３

５６．５２㎡です。貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、

期間１１年間の使用貸借の再設定です。経営移譲です。２番、土地の所在

は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況は畑、面積は７５㎡、他５

筆、合計面積は５，３２０㎡、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、現況共に畑、面積は３０㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人

は○○○、○○○○、贈与です。２ページをお願いします。４番、土地の

所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は３４６㎡、

他１０筆、合計面積は公簿２３，６６６㎡の内、２３，６２１．０６㎡で

す。譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、贈与です。

５番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積

は８４５㎡、他１筆、合計面積は１，９４１㎡です。譲渡人は○○○、○

○○○、譲受人は○○○、○○○○、あっせんによる売買です。６番、土

地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は１，９

０２㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、贈与で

す。７番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、

面積は公簿１，８５７㎡の内、１，６８９㎡です。他１筆ありまして合計

面積は公簿３，０１４㎡の内、２，８４６㎡です。譲渡人は○○○、○○

○○、譲受人は、○○○、○○○○、売買です。３ページをお願いします。

８番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積

は４６３㎡、他７筆、合計面積は３，９６９㎡です。譲渡人は○○○、○

○○○、譲受人は、○○○、○○○○、売買です。９番、土地の所在は○

○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は公簿７４５㎡の内７

２２．５６㎡です。他１６筆ありまして、合計面積は公簿２３，４０６．

０４㎡の内２３，３８３．６㎡です。譲渡人は○○○、○○○○、譲受人

は、○○○、○○○○、贈与です。４ページをお願いします。１０番、土

地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に田、面積は４２３

㎡です。譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は、○○○、○○○○、売買

です。水稲と野菜の営農計画書が付いています。１１番、土地の所在は○

○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況は畑、面積は２１１㎡です。他

に１筆ございまして、合計面積は４５２㎡です。譲渡人は○○○、○○○

○、譲受人は、○○○、○○○○、売買です。水稲と野菜の営農計画書が
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付いています。１２番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、

現況共に田、面積は５６５㎡、他に７筆ございまして、合計面積は３，８

５３㎡です。譲渡人は○○○、○○○○、持分２４分の３、譲受人は、○

○○、○○○○、持分２４分の１８、贈与で持分移転です。１３番、土地

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は８１１㎡

です。譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は、○○○、○○○○、売買で

す。５ページをお願いします。１４番、土地の所在は○○○字○○○○、

地目は登記簿、現況共に田、面積は３９０㎡です。譲渡人は○○○、○○

○○、譲受人は、○○○、○○○○、交換です。１５番、土地の所在は○

○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に田、面積は２９６㎡です。譲渡

人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、交換です。１６番、

土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は３４

１㎡です。譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買

です。以上１６件について書類を審査したところ、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。ご審議のほどよろしくお願い申しあげます。 
議    長   有難うございます。それでは逐条審議をお願いするのですが、３番に○○

○○の案件がございますので、それを後回しにして、１５件のご審議をお

願い申し上げます。１番 
○○番 委員   はい、○○番です。１番について異議ありません。 
議    長   はい、２番。 
○○番 委員   はい、○○番です。○○番の○○○○の担当ですが、欠席していますので

私が答弁します。２番について異議ございません。 
議    長   はい、４番。 
○○番 委員   ○○番です。４番について親から子への贈与で問題ございません。 
議    長   はい、５番。 
○○番 委員   ○○番です。５番つきまして異議ございません。６番について少し説明さ

せていただきます。○○○○と○○○○につきましては、他人でございま

す。○○○○が年齢的な面から耕作面積を減らそうということで、この畑

を誰かに貰ってもらうことが出来ないかということで、ＪＡに依頼されて

おりました。○○○○は、○○○○になっていますが、○○○○のかたで、

このかたが手を挙げたというような状況です。異議ございません。 
議    長   はい、７番。 
○○番 委員   ○○番です。７番について異議ございません。８番についても７番の○○

○○から移るということで異議ございません。９番については、親子間の

贈与で異議ございません。 
議    長   はい、１０番。 
○○番 委員   ○○番です。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番について異議ございません。 
議    長   はい、１２番。 
○○番 委員   ○○番です。１２番の贈与について異議ございません。 
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議    長   はい、１３番。 
○○番 委員   ○○番です。１３番について長男が定年退職となりましたので帰ってきて

農業後継者となるようです。作物についてはジャバラを植えるそうです。

異議ありません。 
議    長   はい、１４番。 
○○番 委員   ○○番です。○○番の○○○○が欠席されていますので代わって答弁いた

します。１４番から１６番について異議ございません。 
議    長   はい、３条申請１５件異議なしとのことです。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。 
議    長   はい、それでは３番。逐条審議をお願い申し上げます。３番。 
○○番 委員   ○○番です。これは農地以外との交換物件です。それで贈与となっており

ます。異議ございません。 
議    長   はい、３番について異議なしとのことです。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。どうも有難うございまし

た。 
議    長   それでは続きまして議案第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。 
高田  参事   ６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○○○○、地目は登記簿が畑、現況は休耕地です。面積

は１９０㎡です。所有者は、○○○、○○○○、使用目的及び規模は、住

宅７８㎡、庭園１１２㎡、着工日、工事期間は許可の日より１年以内、平

成２５年２月１２日に農用地から除外されています。隣接同意、水利同意

共にございます。谷川沿いにある段々畑の１つで第２種農地です。２番、

土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑です。面積は

３９８㎡です。所有者は、○○○、○○○○、使用目的及び規模は、木材

置場３９８㎡、着工日、工事期間は許可の日より１ヶ月以内、農用地の内

外は用途外です。隣接同意は有り、水利同意は不要です。周囲を山林と住

宅地に囲まれた小集団の農地で、第２種農地です。以上２件について、申

請書、添付書類を審査したところ、農地法第４条第２項の許可出来ない要

件には該当しておりません。農地法第４条申請２件、ご審議の程よろしく

お願い申し上げます。 
議    長   はい、有難うございます。それでは、現地調査の代表委員のかたの所見を

賜りたいと思います。１番 
１３番 委員   １３番です。３月７日に愛須局長、松平さん、泉委員さんと私の４人で現

地調査を行いました。調査案件は４条２件、５条３件の計５件です。それ

では４条について、現地の状況を報告させていただきます。１番について、

擁壁が出来上がっていまして、事前着工ということで始末書が付いてあり

ます。排水は合併浄化槽を設置して、市道があるのですがそこにパイプを
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入れて下の小川に流すということです。問題ないと思われます。２番につ

いて、○○○○の下側の○○○○の上の山際の梅畑です。その梅を切って

材木置場にするということです。梅畑の上が山になっていて、その木を切

った際の材木置場にするということで、問題ありません。 
議    長   はい、有難うございました。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。この件は息子さんの家を建つということです。問題ないと思

います。 
議    長   はい、２番。 
○○番 委員   ○○番です。周囲は宅地化されています。排水も縦横にありますし、問題

ないと思います。 
議    長   はい、議案第２号農地法第４条申請２件異議なしとの事でございます。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条申請について事務局の説明をお願い申し上げます。 
高田  参事   ７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

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑です。面積は２７

６㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的

及び規模は、住宅１２４㎡、庭園１５２㎡です。着工日施行日は許可の日

より６ヶ月以内、平成２０年５月３０日に農用地区域から除外しています。

隣接同意は有り、水利同意は不要です。周辺が住宅地の小集団の農地で、

第２種農地です。２番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が

田、現況は畑です。面積は３３９㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○

○○、○○○○、使用目的及び規模は、住宅８２㎡、駐車場２５７㎡です。

着工日施行日は許可の日より１年以内、平成２４年１０月９日に農用地区

域から除外しています。隣接同意、水利同意共にございます。３０年間の

使用貸借です。○○○○の近くで、最近住宅が増加している地域にある第

２種農地です。３番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、

現況は休耕田です。面積は１，０８０㎡、他に３筆ございまして合計面積

は４，７９２㎡です。譲渡人は○○○、○○○○、持分６分の２です。○

○○、○○○○、持分６分の２です。○○○、○○○○、○○○○、持分

それぞれ６分の１です。譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は、

共同住宅１，２０７．４７㎡、駐車場２９台分３，５８４．５３㎡です。

着工日工事期間は許可の日より６ヶ月以内、平成２５年２月１２日に農用

地区域から除外しています。隣接同意はございます。水利同意は区長の同

意がございます。面積が大きいので開発許可申請中です。過疎化の進む山

村集落の山林や谷川に分断される小集団の第２種農地です。以上３件につ

きまして、申請書、添付書類を審査いたしましたところ、農地法第５条第

２項の許可できない要件に該当しておりません。農地法第５条申請以上３

件ご審議の程よろしくお願い申し上げます。 
議    長   はい、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。１
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番。 
１３番 委員   １３番です。この申請地は○○○○の南側です。ここは○○○○が○○○

○で造成事業をしたところです。周囲には６軒の新築住宅がありました。

残りは２年か３年生の梅畑です。ここは○○○○の後継者が利用する土地

としているらしいです。排水は合併浄化槽を設置し、前の側溝に流します。

何ら問題がないと思われます。 
議    長   はい、２番。 
１７番 委員   はい、１７番です。貸人と借人は親子関係です。現地は○○○○の西２０

０ｍのところで、梅の小木が植わっております。アパート住まいをしてい

る息子さんが親の土地を借りて住居を構えるということです。生活雑排水

は合併浄化槽で側溝に流し、雨水は自然浸透と敷地に少し傾斜をつけ道路

側溝に流すということです。隣接農地への影響は特にございません。水利

組合の同意は、２つの組合の同意が有ります。隣接同意、水利組合の同意

もございますので、許可相当であると思います。３番の○○○○の案件で

すが、これは被相続人、故人の遺言に土地を○○○○のために役立てて欲

しいということがあったということで、それを受けて○○○○が○○○○

にこの地に○○○○を作って欲しいという陳情をしたということです。そ

れを受けて○○○○が○○○○を建つということです。生活雑排水は合併

浄化槽で側溝に流し、雨水は自然浸透と道路側溝に流すということです。

隣接農地への影響は特にございません。隣接同意、水利組合の同意もござ

いますので、許可相当であると思います。 
議    長   はい、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。譲受人の実家は山の中に３軒家があるところで、今は○○○

○に住んでいますが、子供も幼稚園へ通うほどに成長したので、区の土地

に家を建つということで、異議ございません。 
議    長   はい、２番。 
○○番 委員   ○○番です。先ほどの説明のとおりで、異議ございません。 
議    長   はい、３番。 
○○番 委員   ○○番です。先ほどの泉委員さんの報告のとおりでございます。○○○○、

それから隣接した○○○○、○○○○の３区から陳情をいたしました。遺

言どおり、○○○○を作っていただきたいということで、本人は昨年の１

１月に亡くなったのですが、○○○○に入ることを指折り数えて待ってい

たのですが叶いませんでした。後は１日も早く着工出来ることを地元は希

望しております。異議ございません。 
議    長   はい、農地法第５条申請３件異議なしとの事でございます。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号買

受適格証明願（農地法第３条）について事務局の説明をお願い申し上げま

す。 
松平  主事   ８ページをお願いします。議案第４号買受適格証明願（農地法第３条）で

す。第１番、土地の所在は○○○、地目は登記簿、現況共に畑です。面積
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は３６２㎡、他に１筆ございまして合計面積は７５０㎡、競売に付される

土地の所有者の氏名は○○○、○○○○、持分２分の１、○○○、○○○

○、持分２分の１、申請人は○○○、○○○○、入札期間は平成２５年４

月５日から、４月１２日です。○○○○の耕作証明があります。買受適格

証明願（農地法第３条）以上１件ご審議の程よろしくお願い申し上げます。 
議    長   はい、それではご審議をお願い申し上げます。１番。 
○○番 委員   ○○番です。これは○○番の○○○○の担当ですが、本日○○○○の関係

で欠席されております。異議がないという連絡を受けております。異議あ

りません。 
議    長   はい、議案第５号１件、異議なしということでございます。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、それではそうさせていただきます。続きまして議案第５号事業計画

変更申請（農地法４条）について、事務局の説明をお願い申し上げます。 
高田  参事   ９ページをお願いします。議案第５号事業計画変更申請（農地法４条）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１，２４６㎡、当初計画は○○○、○○○○、事業内容は施設１棟、

２６９㎡、駐車場８台分、９７７㎡でした。変更後の計画は、事業者は同

じで、事業内容は駐車場２４台分、１，２４６㎡です。事業計画変更の理

由は、平成２３年９月の台風の土砂災害の影響で、○○○○の危険度意識

が高まり、国土交通省の全国深層崩壊推定頻度マップで当該地の背後の山

斜面が非常に危険箇所であると推定されているので当該地への施設建設に

反対意見が出てきた。○○○○では、施設建設に当り田辺市土砂災害危険

箇所マップにおいて、土石流による被害の恐れのある箇所から近くではあ

るが外れていた為、本事業を計画したが、今回保護者会の強い要望もあり

当初の計画を残念する。以前より○○○○の従業員、保護者及び来客者の

駐車場が狭いと感じていたので、駐車場を設置する。当初の計画は昨年の

７月に５条許可が出ております。この事業計画変更は、農地法第４条第２

項の許可できない要件に該当しておりません。事業計画変更申請（農地法

４条）１件ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 
議    長   この案件については、昨年の５条申請の段階で現地調査をしており、それ

から時間の経過がそれほど経っておりませんので、現地調査はしておりま

せん。そういうことで、逐条審議をお願い申し上げます。１番。 
○○番 委員   ○○番です。異議ございません。 
議    長   はい、議案第５号事業計画変更申請１件、異議なしということでございま

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。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申し上げます。 
高田  参事   １０ページをお願い申し上げます。報告第１号農地等売渡あっせん成立で

す。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、

面積は４６６㎡、他に３筆ございまして合計面積は１，７７１㎡です。売
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渡人は○○○、○○○○、買受人は○○○、○○○○、平成２５年２月１

９日成立で、価格は８０万円です。あっせん委員は、○○○○、○○○○、

○○○○でした。あっせん成立以上１件報告申し上げます。 
議    長   はい、あっせん成立について代表委員の方の顛末の報告をお願い申し上げ

ます。 
○○番 委員   ○○番です。２月１９日に○○○○、○○○○に寄っていただきました。

○○○○の住所の番地とあっせんする農地の番地を見ていただいたら分か

るように、○○○○の隣接地であり、他の人に買われたら困るということ

で、話はとんとん拍子で進みまして、価格も８０万円であれば購入可能で

あるということで、すんなりと決まりました。 
議    長   はい、有難うございました。只今の件につきまして、ご意見、ご質問ござ

いませんか。 
         （なしの声あり。） 
議    長   はい、ないようでございますので、報告とさせていただきます。どうも有

難うございました。追加議案がございます。上程させていただいてよろし

いでしょうか。 
委員  全員   異議なし。 
議    長   それでは追加議案を上程させていただきます。議案第１号買受適格証明願

（農地法第３条）について事務局の説明をお願い申し上げます。 
松平  主事   追加議案の１ページをお願いします。議案第１号買受適格証明願（農地法

第３条）です。第１番、土地の所在は○○○、地目は登記簿、現況共に畑

です。面積は３６２㎡、他に１筆ございまして合計面積は７５０㎡です。

競売に付される土地の所有者の氏名は○○○、○○○○、持分２分の１、

○○○、○○○○、持分２分の１です。申請人は○○○、○○○○、入札

期間は平成２５年４月５日から、４月１２日です。○○○○の耕作証明が

あります。買受適格証明願（農地法第３条）以上１件ご審議の程よろしく

お願い申し上げます。 
議    長   はい、有難うございます。それでは逐条審議をお願い申し上げます。１番。 
○○番 委員   これも先程の案件と同じく、○○○○の担当でございます。異議がないと

いうことでございます。 
議    長   はい、追加議案第１号、異議なしとのことでございます。そのように取り

図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。          
○○番 委員   競売の期間が４月５日から１２日なので、申し込みがあればまだいけるの

ですか。 
議    長   はい、今後申請があれば、次の委員会が４月１０日で間に合いませんので、

私と事務局と地元委員さんと連絡を取り合って、条件を充たしていれば証

明するようにしています。そのような形で適格証明することをご了承いた

だきたいと思います。 
議    長   はい、それではその他の案件でございます。２月の県の農業会議に提出を

いたしました４条１件、５条申請８件につきまして無事答申されましたこ
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とをご報告申し上げます。地籍調査の結果について大塔地区の熊野と和田

の２件、事務局から説明申し上げます。 
高田  参事   田辺市熊野字中曽、中瀬、中村、一日所、峯ヶ谷、大前、和田字鍛治垣内、

中祖、仮野、上ハ垣内の地籍調査の結果について土地対策課から協議があ

り、地元委員に確認済みであることを報告する。 
議    長   はい、只今の説明につきまして、何かご質問、ご意見ございませんか。 
         （なしの声あり。） 
議    長   それではないようでございますので、報告とさせていただきます。続きま

して、農業委員会の活動計画について、平成２４年度の目標及びその達成

に向けた活動の点検評価と、平成２５年度の目標及びその達成に向けた活

動計画について事務局の説明をお願い申し上げます。 
高田  参事   平成２４年度の目標及びその達成に向けた活動の点検評価と、平成２５年

度の目標及びその達成に向けた活動計画について説明する。 
議    長   はい、只今の説明につきまして、何かご質問、ご意見ございませんか。 
         （なしの声あり。） 
議    長   それではないようでございますので、報告とさせていただきます。続きま

して、農地法第３条関係で、下限面積の別段の設定について事務局の説明

をお願い申し上げます。 
松平  主査   下限面積の別段の設定について、旧田辺市は法どおり５０アール、旧４町

村については、別段の面積として１０アールとすること、これは毎年定め

なければならないことを報告する。 
議    長   従来どおりの面積とすることに、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、本年度はこういう形で進むということで、ご

理解いただきたいと思います。続きまして、年金の加入推進記録簿につい

て説明させていただきます。 
松平  主査   農業者年金加入推進記録簿の記入について説明する。 
議    長   只今説明があったように農業者年金への加入の推進をお願いしたいという

ことでございます。今迄農業情勢が非常に悪かったので推進も難しかった

と思います。２４年度の税申告状況も梅の収量は少なかったものの、単価

が高騰し売上げが若干上がった云うことです。節税対策なり、年金入って

おいてよかったという声も聞きますし、景気も上向いて来るような噂も聞

きますので、推進をお願いしたいと思います。このことについてご意見、

ご質問ございませんか。 
（なしの声あり。） 

議    長   続きまして、鳥獣害対策の講演会が３月２日にございました。その内容に

ついて局長より報告していただきます。 
愛須  局長   ３月２日の鳥獣害対策講演会の内容と就農支援センターの業務内容につい

て説明する。 
議    長   只今の鳥獣害対策と就農支援センターの説明についてご質問ございません

か。 
６番  委員   今和歌山県ではジビエ料理についていろいろ取り組んでいるようですが、
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買い上げについての支援はあるのですか。 
議    長   今のところは買い上げてくれるところはないようです。それでは局長から

監査委員会からの指摘について報告があります。 
愛須  局長   現地調査時の昼食代について、委員の旅行積立金から支払うようにしたい

旨報告する。 
議    長   そういうことでご理解いただきたいと思います。 

本日予定をしておりました議案についてはすべて終了いたしました。皆様

方から何かございませんか。ないようでございますので、本日はこれで終

了いたします。長時間に亘りご審議いただきまして有難うございました。 
午後３時５０分終了 
 


