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田辺市農業委員会議事録 
平成２５年６月１０日（月）午後２時 紀南文化会館 ４階 研修室 
農業委員数３９名 
出席者３１名 

1番 峯  宏好  ２番 玉置 俊裕   ３番 山本 芳雄   
５番 棒引 昭治             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  １２番 田和 芳雄          

１４番 中山 敏久  １５番 瀧本 和明  １６番 杉若 陽一   
１７番 泉 雅行             １９番 横尾 泰行  ２０番 小山 茂廣 
          ２２番 那須  克  ２３番 上森  力   
２５番 玉置  伸            ２７番 溝口 健治  ２８番 上中 悠司 
２９番 坂本 茂久 ３０番 松窪 俊英  ３１番 岡 上 達    
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 ３８番 石谷 強   ３９番 蔭地 明一 
             
欠席者       ４番 浅井 洋司   ６番 向日 一義  １３番 山下 繁一    

１８番 坂本 一馬  ２１番 那須 京子  ２４番 原  さだ  
２６番 鈴木 直孝  ３２番 長嶝 博司   

                     
事務局      局長 愛須 誠  農地係長 小倉 淳志  主査 松平 忠敏 
会議録署名委員  １４番 中山 敏久   １５番 瀧本 和明 
議    長   皆さん、こんにちは。開会に当たりまして一言ご挨拶を申し上げます。基

幹作物でございます青梅の出荷も最盛期という事で大変忙しいことでござ

いますけれど、また、お疲れのことではございますけれど、ご出席をいた

だきまして有難うございます。去年と比べまして、やっと平年作に戻った

ということでありますけれど、非常に単価のほうが去年より安くなってい

ることで、非常に辛いところでありますけれど、加えて雨が降らないとい

うことで梅雨入り宣言はしていただいたのですけど、非常に実太りに影響

が出ているようでございます。台風３号に期待したいところでありますけ

れど、風はいらない、雨は欲しいという事で、うまく行くかどうか分かり

ませんけれども、これも被害がなければ良いかなと思うところであります。

そういう中でございますけども、我々作ったものはきちっと収穫をして出

荷するというのが役目でございますので、大変でございますけども、あと

一月お互いに頑張って行きたいと、この様に思ってございます。さて、そ

れでは、ここで、新しい職員さんを紹介します。栗山さんの後任として我々

事務局を手伝っていただきます山本千紘さん、また、お世話になることに

なりましたので、皆さんまたよろしくお願いします。 
山    本   ６月３日からお世話になります山本と言います。何も分からないのですけ

ど、一からまた勉強して頑張っていきますのでよろしくお願いします。 
議    長   はい、ありがとうございます。また、よろしくお願いします。それでは、

本日の欠席委員さんですが、４番の浅井洋司委員さん、６番の向日一義委

員さん、１３番の山下繁一委員さん、１８番坂本一馬委員さん、２１番那
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須京子委員さん、２４番原さだ委員さん、２６番鈴木直孝委員さん、３２

番長嶝博司委員さんの８名の委員さんから欠席の届が出ております。 
それでは、田辺市農業振興地域整備促進協議会を開催いたします。田辺市

農業振興地域整備計画変更申請について事務局の説明をお願い申し上げま

す。 
農振課 栗平   ○○○農業振興地域整備計画変更申請の農用地区域への編入について説明

いたします。１番、申請者は、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字

○○○○、面積は１，２６９㎡、地目は台帳が田、現況が畑です。変更申

請の理由は野菜畑で、編入です。２番、申請者は、○○○、○○○○、土

地の所在は○○○字○○○○、面積は４，２１８㎡、地目は台帳、現況共

に畑、他１筆、合計面積は７，２８９㎡、変更申請の理由は梅畑・ミカン

畑で、編入です。３番、申請者は、○○○、○○○○、土地の所在は○○

○字○○○○、面積は２，２４４㎡、地目は台帳、現況共に畑、他１筆、

合計面積は４，７００㎡、変更申請の理由は梅畑・ミカン畑で、農振地域

への編入です。編入は以上３件、編入合計１３，２５８㎡です。続きまし

て除外です。４番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、

面積は１，６１８㎡、地目は台帳、現況共に畑です。変更の理由は分譲住

宅でございます。５番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○

○、面積は３３０㎡、地目は台帳、現況共に畑です。変更の理由は住宅で

ございます。６番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、

面積は２５０㎡です。地目は台帳が田、現況は休耕畑です。変更の理由は

住宅でございます。７番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○

○○、面積は１，０２９㎡です。地目は台帳、現況共に畑です。変更の理

由は分譲住宅でございます。８番、○○○、○○○○、土地の所在は○○

○字○○○○、面積は１０２㎡です。地目は台帳、現況共に畑です。変更

の理由は住宅でございます。９番、○○○、○○○○、土地の所在は○○

○字○○○○、面積は９６㎡、地目は台帳、現況共に畑です。変更の理由

は携帯電話基地局でございます。１０番、○○○、○○○○、土地の所在

は○○○字○○○○、面積は６１８㎡、地目は台帳、現況共に畑です。境

内敷地に変更します。１１番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字

○○○○、面積は２０８㎡、地目は台帳、現況共に畑です。変更の理由は

住宅でございます。１２番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○

○○○、面積は２４７㎡、地目は台帳、現況共に畑です。変更の理由は住

宅でございます。１３番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○

○○、面積は２９㎡、地目は台帳、現況共に畑です。保育所用地に変更し

ます。１４番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積

は５４２㎡、地目は台帳、現況共に畑です。他１筆ございまして、合計９

２７㎡です。保育所用地に変更します。１５番、○○○、○○○○、土地

の所在は○○○字○○○○、面積は３１７㎡、地目は台帳、現況共に畑で

す。他１筆ございまして、合計４０４㎡です。保育所用地に変更します。

１６番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は７１

７㎡、地目は台帳、現況共に畑です。他１筆ございまして、合計１，４９
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２㎡です。保育所用地に変更します。１７番、○○○、○○○○、土地の

所在は○○○字○○○○、面積は３６９㎡、地目は台帳、現況共に畑です。

保育所用地に変更します。１８番、○○○、○○○○、土地の所在は○○

○字○○○○、面積は４１１㎡、地目は台帳、現況共に畑です。保育所用

地に変更します。１９番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○

○○、面積は８１８㎡、地目は台帳、現況共に畑です。保育所用地に変更

します。２０番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面

積は１８１㎡、地目は台帳、現況共に畑です。保育所用地に変更します。

２１番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は１，

６２６㎡、地目は台帳、現況共に畑です。保育所用地に変更します。２２

番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は４５５㎡、

地目は台帳、現況共に畑です。保育所用地に変更します。２３番、○○○、

○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○

○、面積は１６㎡、地目は台帳、現況共に畑です。駐車場に変更します。

２４番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は１，

８００㎡、地目は台帳、現況共に畑です。他１筆ございまして合計３，４

１３㎡です。変更理由は分譲住宅でございます。２５番、○○○、○○○

○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は１，４１５㎡、地目は台帳が

田で、現況は雑種地です。資材置場に変更します。現在は災害に遭われた

方の仮設住宅で、撤去予定はございませんが、撤去後は資材置場に活用し

ますとの事でございます。 
         ○○○農業振興地域整備計画変更申請、編入３件、除外２５件、編入合計

１３，２５８㎡、除外合計１６，０５４㎡、総計といたしまして２，７９

６㎡農地の面積が減少したということでございます。続きまして○○○農

業振興地域整備計画変更申請です。１番、○○○、○○○○、土地の所在

は○○○字○○○○、面積は５６㎡、地目は台帳、現況共に畑、他１筆ご

ざいまして合計２６９㎡です。変更の理由は住宅です。除外の合計が２６

９㎡でございます。続きまして○○○農業振興地域整備計画変更申請です。

１番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○です。面積は８

９０㎡です。地目は台帳が畑、現況は休耕畑です。変更理由は資材置場で

す。２番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は３

４２㎡、地目は台帳が田、現況は休耕田、他１筆ございまして合計５９８

㎡です。変更の理由は工場用地・資材置場でございます。３番、○○○、

○○○○、○○○、○○○○、○○○、○○○○、所在は○○○字○○○

○、面積は３４３㎡、地目は台帳が畑、現況は休耕畑です。他に１筆ござ

いまして合計２，６２７㎡です。変更の理由は工場用地・資材置場です。

工場用地は木製チップ工場と聞いております。○○○農業振興地域整備計

画変更申請、除外合計は４，１１５㎡です。以上です。ご審議よろしくお

願い申し上げます。 
議    長   それでは、逐条審議をお願い申し上げます。○○○農業振興地域整備計画

変更申請の１番。 
○○番 委員   ○○番です。○○○○委員さんから連絡ありまして、異議ないということ
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でございます。 
議    長   はい、２番。 
○○番 委員   ○○番です。２番３番について、異議ございません。 
議    長   はい、続きまして○○○除外の部、整理番号４番。 
○○番 委員   ○○番です。４番につきまして異議ありません。 
議    長   はい、５番。 
○○番 委員   ○○番です。異議ありません。 
議    長   はい、６番。 
○○番 委員   ○○番です。○○○○委員さんの所なんですけど異議なしということで連

絡がございました。異議ございません。 
議    長   はい、７番。 
○○番 委員   ○○番です。この方は○○○の方で、お父さんを早くに亡くして母親とお

婆さんで農地を耕作していたんですけども２人とも体調があまり良くない

との事で転用して分譲住宅にという事です。異議ございません。 
議    長   はい、８番。 
○○番 委員   ○○番です。これも○○○○さんの分で異議ございません。 
議    長   はい、９番。 
○○番  委員  ○○番です。９番につきまして異議ございません。 
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１２番異議ございません。１３番から２２番まで保育

所用地で異議ございません。２３番異議ございません。 
議    長   はい、２４番。 
○○番 委員   ○○番です。異議ございません。 
議    長   はい、２５番。 
○○番 委員   ○○番です。２５番について異議ございません。 
議    長   はい、○○○農業振興地域整備計画変更申請の１番。 
○○番 委員   ○○番です。○○○○さんの所ですが異議はないです。 
議    長   はい、○○○農業振興地域整備計画変更申請の１番。 
○○番 委員   ○○番です。１番２番３番について異議ありません。 
議    長   はい、農業振興地域整備計画変更申請、編入、除外それぞれの地域すべて

の申請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。続きまして、農用地利用

集積計画の合理解約、田辺市農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構

想による所有権移転、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、まず始めに農用地利用集積計画の合意解約から報告しま

す。１番○○○字○○○○、地目は畑、面積は９０６㎡、他４筆、合計面
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積２，９４９㎡です。貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、

賃貸借の合意解約をした日は、平成２５年５月１５日です。以上、１件報

告させていただきます。引き続き所有権移転を報告いたします。１番、○

○○字○○○○、地目は畑、面積は１，２６９㎡、譲渡人は○○○、○○

○○、譲受人は○○○、○○○○、利用目的は畑、対価は６００万円、支

払方法、支払期限は持参払い、平成２５年６月２１日、所有権移転の時期

は平成２５年６月２１日です。２番、○○○字○○○○、地目は畑、面積

は４６６㎡、他３筆、合計面積１，７７１㎡、譲渡人は○○○、○○○○、

譲受人は○○○、○○○○、利用目的は畑、対価は８０万円、支払方法、

支払期限は持参払い、平成２５年６月２１日、所有権移転の時期は平成２

５年６月２１日です。以上、２件報告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設定につ

いて説明させていただきます。１番、○○○字○○○○、他４筆、畑の２，

９４９㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、賃貸借の

梅、７万２千円の口座払い、期間は平成２５年７月１日から平成２８年２

月２８日の新規です。２番、○○○字○○○○、他３筆、畑の８，２３６

㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、

期間は平成２５年７月１日から平成３１年７月３１日の新規です。３番、

○○○字○○○○、他２筆、畑の６，５９８㎡、貸手は○○○、○○○○、

借手は○○○、○○○○、賃貸借の梅、年間９万７千５００円の口座払い、

期間は平成２５年７月１日から平成３５年７月３１日の新規です。４番、

○○○字○○○○、他１筆、畑の１，８３４㎡、貸手は○○○、○○○○、

借手は○○○、○○○○、使用貸借の野菜、期間は平成２５年７月１日か

ら平成２８年６月３０日の新規です。５番、○○○字○○○○、他３筆、

田の１，３４７㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、

使用貸借の水稲、期間は平成２５年７月１日から平成２８年６月３０日の

新規です。６番、○○○字○○○○、他１筆、田の２，４５９㎡、貸手は

○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、期間は平

成２５年８月１日から平成３０年７月３１日、更新です。合計６件、２０

筆、２３，４２３㎡、貸手６名、借手６名です。この６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。それでは、農用地利用集積計画の合理解約の合

意解約についてご意見、ご質問ございませんか。 
         （なしの声あり。） 
議    長   無いようでございますので、報告とさせていただきます。続きまして所有

権移転の逐条審議をお願いします。１番。 
○○番 委員   はい、○○番です。これは先月のあっせんの件です。○○○○さんは大規

模に野菜栽培をされている方です。異議ありません。 
議    長   はい、２番。 
○○番 委員   ○○番です。これもあっせんによって成立したもので、異議ございません。 
議    長   はい、所有権移転以上２件異議なしとのことでございます。そのように取
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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。続きまして利用権の設定

についてご審議をお願いします。１番 
○○番 委員   ○○番です。親が合意解約をして、息子が今回新規で利用権設定をすると

いう事で異議ございません。 
議    長   はい、２番。 
○○番 委員   ○○番です。○○○の方ですが元々近くに住んでいて、借手も近くに住ん

でいますので、異議がございません。それから３番、○○○○さんから○

○○○さんに貸すことになっていますが、○○○○さんのお母さんが○○

○○さんの近くに住んでいますので異議ございません。 
議    長   はい、４番。 
○○番 委員   ○○番です。立派な後継者なので４番異議ございません。  
議    長   はい、５番。 
○○番 委員   ○○番です。田圃として時期的には６月１日の方がよかったと思うんです

けど、異議ございません。 
議    長   はい、６番。 
○○番 委員   ○○番です。近くの方であり又更新でありますので異議ございません。  
議    長   はい、以上６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、１

４番の中山敏久委員さん、１５番の瀧本和明委員さん、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号農地の形状変更願について、議案第５号買受適格証明願（農地

法第５条）について、議案第６号農業委員会委員の辞任同意について、報

告第１号農地等売渡あっせん成立について、報告第２号農地法第１８条第

６項の規定による通知について、報告第３号買受適格証明願（農地法第３

条）について、を上程させていただきます。 
それでは関連がございますので、報告第２号農地法第１８条第６項の規定

による通知について、事務局の説明をお願い申し上げます。 
松平  主査   １０ページをお願いします。報告第２号農地法第１８条第６項の規定によ

る通知です。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、

現況は畑、面積９０６㎡、他に４筆ございまして、合計２，９４９㎡です。

賃貸人は○○○、○○○○、賃借人は○○○、○○○○、賃貸借の合意解

約をした日は平成２５年５月１５日です。以上１件報告申し上げます。 
議    長   報告第２号について、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、報告とさせていただきます。続きまして報告

第３号買受適格証明願（農地法第３条）について、事務局の説明お願い申
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し上げます。 
松平  主査   １１ページをお願い申し上げます。報告第３号買受適格証明願（農地法第

３条）です。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、

現況は畑、面積は５９５㎡、競売に付される土地の所有者は、○○○、○

○○○、申請人は○○○、○○○○、入札期間は平成２５年５月１０日か

ら平成２５年５月１７日です。以上１件報告申し上げます。 
議    長   事後報告になりますが、報告第３号について、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。 

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○○○○、地目は登記簿が田、現

況は畑、面積は５９５㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、

○○○○、売買で裁判所による競売です。２番、土地の所在は○○○字○

○○○、地目は登記簿、現況共に畑で、面積は９４㎡です。譲渡人は○○

○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、交換です。３番、土地の所在

は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑で、面積は３４６㎡です。

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、現況共に畑、面積は１４

０㎡、他５筆、合計面積は２，３３４㎡です。譲渡人は○○○、○○○○、

譲受人は○○○、○○○○、売買です。営農計画書が添付されておりまし

て米、じゃがいもを作られるそうです。２ページをお願いします。５番つ

きまして一部訂正があります。５行目の１４１７の３９の面積を１１，６

１２．８㎡に合計面積を２１，７７７．９３㎡に備考の面積を２１，７７

７．９３㎡に訂正をお願いします。５番、土地の所在は○○○字○○○○、

地目は登記簿、現況共に畑、面積は１３８㎡、他１１筆、合計面積が公簿

は２１，８５０．１３㎡の内２１，７７７．９３㎡です。貸人は○○○、

○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借権の設定で期間は１１年間

です。経営移譲年金受給の関係で使用貸借の契約を結びます。６番、土地

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が畑、現況は田、面積は４２３

㎡、他１６筆、合計面積が公簿は６，２８６㎡の内６，１３２．９３㎡で

す。譲渡人は○○○、○○○○、成年後見人○○○○、成年後見監督人の

同意があります。譲受人は○○○、○○○○、売買です。７番土地の所在

は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑で、面積は６，８１８㎡

です。譲渡人は６番に同じです。譲受人は○○○、○○○○、売買です。

８番土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は

７，１５７㎡、他１筆、合計面積は１２，５３９㎡です。譲渡人は６番に

同じです。譲受人は○○○、○○○○、売買です。９番、土地の所在は○

○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑で、面積は１７８㎡です。譲

渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買です。１０番、
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土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑で、面積は６

４１㎡です。譲渡人は９番に同じです。譲受人は○○○、○○○○、売買

です。以上１０件に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

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。第３条申請のご審議をいただきますが、７番に○○○

○委員さんの息子さんの案件がございますので、先に９件の逐条審議をお

願い申し上げます。１番 
○○番 委員   はい、○○番です。１番について異議ございません。 
議    長   はい、２番。 
○○番 委員   はい、○○番です。２番３番について異議ありません。 
議    長   はい、４番。 
○○番 委員   ○○番です。４番について異議ございません。 
議    長   はい、５番。 
○○番 委員   はい、○○番です。長男に経営移譲で、５番について異議はございません。 
議    長   はい、６番。 
○○番 委員   はい、○○番です。○○○○さんは体調を悪くして農業を出来なくなり、

農地を一括して譲渡することになりました。６番は荒廃寸前の南西向きの

田畑です。○○○○さんは近く定年退職になりますので、老後の楽しみに

農業をしたいということです。６番について異議ございません。 
議    長   はい、８番。 
○○番 委員   ○○番です。８番について○○○パイロットの南東側斜面の梅畑です。○

○○○さんは○○○地区のリーダー格の農家です。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○○○○君の自宅裏続きの南東向きの段々畑で

す。現在家庭菜園作りをしています。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○○○○さんの傾斜栗畑の南西側の隣接の傾      

         斜雑種畑です。今、草刈保全管理をしています。異議ありません。 
議    長   はい、３条申請９件とも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。 

（○○番委員退席） 
議    長   はい、それでは続きまして７番。 
○○番 委員   はい、○○番です。今、○○○○さんが申されたように、○○○○さんの

土地の売買です。○○○○さんの営地の隣で○○○○さんには３７歳の後

継者がおりますので、そのために買ったそうです。異議ございません。 
議    長   はい、７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。 
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         （○○番委員着席） 
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。 
小倉  係長   ４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、現況は畑、面積は７１

４㎡です。所有者は○○○、○○○○、使用目的及び規模は、共同住宅２

１１．０５㎡、駐車場他５０２．９５㎡です。着工日、工事期間は許可の

日より９ヶ月以内、農用地の内外は用途外です。隣接同意、水利同意共に

ございます。宅地造成に関する工事の許可申請書が出ております。この土

地は都市計画用途地域内にありますので、第３種農地です。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、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 
２９番 委員   ２９番です。６月６日に小倉係長、松平主査、峯園委員さんで現地調査を

行いました。調査案件は４条申請１件、５条申請１件、形状変更願１件、

買受適格証明願（第５条）１件でした。天気は梅雨ですが曇りで暑くもな

く最適でした。それでは、現地調査の報告をします。本申請は○○○にあ

る○○○○の裏で、現況は余り手入れが出来ていない２５年生以上の梅が

植わっておりました。転用理由は周辺の宅地化が進み、作業効率が悪く、

農業後継者も不在なためだそうです。現地は隣が既に宅地化されておりま

すのでこの申請どおりだと思います。転用内容は４０ｃｍ程盛土し、共同

住宅１棟、駐車場です。周囲は東側が田圃、南側が田圃、西側は宅地、北

側は道路に囲まれ、生活雑排水は合併浄化槽、雨水は側溝へ流し、隣接同

意、水利同意もあり支障なしと思います。 
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。代表委員の所見のとおりで、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１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。 
小倉  係長   ５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、面積は２７１㎡、

譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、持分２分の１、

○○○、○○○○、持分２分の１です。持分につきましては記載漏れのた

め記載願います。使用目的及び規模は住宅８７．３２㎡、駐車場・庭園１

８３．６８㎡、着工日、工事期間は許可の日より６ヶ月以内、農用地の内

外は平成２０年５月３０日に除外されています。隣接同意、水利同意、共

に不要でございます。周辺が住宅地の小集団の農地で、第２種農地です。

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
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ない要件には該当していないと判断します。５条申請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、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 
２９番 委員   ２９番です。この申請地は私が２３年３月に調査を行った場所の隣でした。

○○○中学校より南約８０ｍ、現況は宅地化された畑でした。転用内容は

土地の切盛土なく、住宅２階建て、駐車場、庭園です。隣接は東側道路、

南側道路、西側宅地、北側宅地で、生活雑排水は合併浄化槽、雨水は側溝

へ流し、隣接水利同意は不要との事です。支障なしと思います。 
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。これは○○○区の区民のための宅地としている所です。○○

○○さんは６月に○○○○さんと籍を入れ、家を建てるという事で異議あ

りません。 
議    長   はい、議案第３号農地法第５条申請１件異議なしとの事でございます。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。続きまして議案第４号農

地の形状変更願について事務局の説明をお願い申し上げます。 
小倉  係長   ６ページをお願いします。議案第４号農地の形状変更願です。１番、土地

の所在、○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況は畑で、面積は１，

０９４㎡です。申請人は、○○○、○○○○、理由は、盛土にして梅畑に

したい。着工日、工事期間は許可の日より６ヶ月以内、隣接同意、水利同

意共にございます。農地の形状変更願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、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 
３７番 委員   ３７番です。○○○の現地調査です。県道○○○○線の○○○中学校から

上４００ｍにあり、梅の木の状態は枯れ木となっており、隣には田があり、

今のままでは梅が育ちませんので形状変更が必要と思いました。 
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。１番について異議ありません。 
議    長   はい、議案第４号農地の形状変更願１件異議なしとの事でございます。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。続きまして議案第５号買

受適格証明願（農地法第５条）について事務局の説明をお願い申し上げま

す。 
小倉  係長   ７ページをお願いします。議案第５号買受適格証明願（農地法第５条）で

す。１番、土地の所在、○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、

面積は１６５㎡、競売に付される土地の所有者は○○○、○○○○、申請
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人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は資材置場１６５㎡、着工日、

工事期間は許可の日より６ケ月以内、農用地の内外は用途外、入札期間は

平成２５年６月２８日から７月５日です。買受適格証明願（農地法第５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。１番について異議ございません。 
議    長   はい、議案第５号買受適格証明願（農地法第５条）１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６号農

業委員会委員の辞任同意について、を議題といたします。本議案につきま

しては５番の棒引委員さんが関係する議案でございますので退席のほうよ

ろしくお願いを申し上げたいと思います。 
         （５番委員退席） 
議    長   はい、それでは議案第６号農業委員会委員辞任の同意について事務局から

説明をお願いします。 
愛須  局長   ８ページをお願いします。議案第６号農業委員会委員辞任の同意について

ご説明申し上げます。農業委員会等に関する法律第１６条の規定によりま

して委員及び会長は正当な事由がある時は、農業委員会の同意を得て辞任

することが出来るとなっております。委員会の同意が必要となりますので、

辞任同意についてのご審議をお願いします。説明につきましては、辞任同

意願いの朗読を持って説明にかえさせていただきます。辞任同意願、今般

私儀、一身上の都合により田辺市農業委員会委員を辞任致したく、農業委

員会等に関する法律第１６条に基づき委員会の辞任を同意を願い出ます。

平成２５年５月２２日田辺市農業委員会会長船本幸雄殿、田辺市農業委員

会委員棒引昭治、以上ご審議をお願いします。 
議    長   それでは、ご審議をお願いするわけでございますけども、今回の審議につ

きましては賛成の方は挙手をお願い申し上げたいと思います。皆さんご異

議ございませんか。賛成の方は挙手を持ってお願い申し上げます。 
（出席者３０名全員挙手確認） 
議    長   はい、有難うございます。全員でございます。以上辞任同意について異議

なしとの事でございますので、そのように取り計らいをさせていただきま

して、市長さんに通知をさせていただきたいと思います。有難うございま

した。それでは、辞任の同意願いについて、同意を得ましたので、棒引委

員さん辞任のご挨拶をお願い申し上げます。 
         （５番委員着席） 
５番  委員   辞任に同意をいただきまして有難うございます。一作年６月より農業委員

としてお付き合いいただきまして有難うございます。４期１５年議員をさ

せていただき、若者の働く場所という事で企業誘致をしましたが厳しい状

況でした。その中で田辺は第一次産業、農水産業の振興が大事ではないか

とつくづく感じた次第です。この農業委員会も重要な役割をしなければな
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らないという様な状況だと思いますので、今後とも皆様方にはよろしくお

願い申し上げたいと思います。私も農業を一部やっておりますので、今後

お世話になるかと思いますが、どうかよろしくお願いしたいと思います。

今日、議会事務局に聞いて見ますと、後任はまだ決まっていないというよ

うな事なので、来月からは来ていただけると思いますので、その方につき

ましてもどうかよろしくお願いしたいと思います。永い間有難うございま

した。 
議    長   棒引き委員さんには、４期１５年市会議員をやっていただき有難うござい

ました。それでは、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。 
小倉  係長   ９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

４，４７０㎡です。売渡人は○○○、○○○○、買受人は○○○、○○○

○、成立日は平成２５年５月１４日、価格は３００万円です。あっせん委

員さんは○○○○委員さん、○○○○委員さん、○○○○委員さんの３名

です。農地等売渡あっせん成立以上１件報告申し上げます。 
議    長   はい、有難うございます。それでは地元委員さん、あっせんの顛末につい

て説明をお願い申し上げます。 
○○番 委員   ○○番です。この土地は○○○○さんの土地の隣の持ち主で、○○○○さ

んです。それで両方とも売りたいし買いたしで良かったのではないかと思

います。以上です。 
議    長   はい、有難うございました。それではその他の案件でございます。５月の

県の農業会議に提出をいたしました５条７件、すべて無事答申されました

ことをご報告申し上げます。 
議    長   それでは、お手元に農業者年金の現況届提出のお願いとの事で事務局から

説明お願い申し上げます。 
松平  主査   農業者年金の現況届の提出について説明する。 
議    長   はい、有難うございます。農業者年金の現況届の時期になっておりますの

で、今説明のございましたように、農業委員さんに持って行って欲しいと

お願いがあるかも知れませんので、もしございましたらよろしくお願いし

ます。それでは続きまして、農業委員会の事務局の場所が７月１６日に移

転変更になりますので局長から説明申し上げます。 
愛須  局長   事務所の移転について説明。 
         ７月定例会の会場は青少年研修センター３階で開催、８月以降の定例会会

場について説明。 
         成年就農交付金の受付けについて説明。  
議    長   只今の局長の説明にご意見ご質問ございませんか。はい、無いようでござ

いましたら全般にわたりまして皆様方からご意見ご質問ございませんか。

はい、ないようでございますので、非常にお忙しい時期でございます。長

時間にわたりましてご審議有難うございました。本日はこれで終了いたし

ます。有難うございました。 
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午後３時１５分終了 
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