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田辺市農業委員会議事録 

平成２６年５月１２日（月）午後１時５５分 田辺市役所別館 ３階  

農業委員数３９名 

出席者３７名 

１番 峯  宏好  ２番 玉置 俊裕   ３番 山本 芳雄   ４番 浅井 洋司 

５番 市橋 宗行  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  １２番 田和 芳雄 

１３番 山下 繁一            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   

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 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  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      １４番 中山 敏久  ２４番 原  さだ 

                     

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  ３５番 矢敷 勇氣男 ３６番 松本 忠巳 

議    長   皆さんこんにちは。少し時間は早いんですけど、皆さんお揃いでございま

すので、お忙しい時期でありますので始めさせていただきたいと思います。

５月になりまして小梅の出荷も始まったという事で、気忙しく、忙しい時

期になって参りました。その中、ご出席いただきまして本当に有難うござ

います。また、先月の１７、１８日と研修旅行という事で、岡山県のほう

へ行って参りました。新見市の農業委員会のほうでは、共通の話題に対し

まして大いに議論をしていただきまして、ほんとうに有難うございました。

その後、倉敷市の美観地区、それからファーマーズマーケット、瀬戸大橋

を四国に渡って、鳴戸から明石海峡と無事帰って参りました。非常に有意

義な研修だったと思ってございます。また研修の成果を今後の農業委員会

の活動に、生かしていければと思ってございます。本当にお疲れ様でした。

それからもう一件、議案書の中へ局長さんから報告させて貰っていると思

うんですけども、我々田辺市農業委員会が、この度、農林水産大臣賞とい

う賞をいただくことになりました。歴史のある、大勢の過去の農業委員さ

んの、また、事務局の職員さんのご努力の上の歴史に立って、我々も、平

成１７年度５月に大同合併を致しまして、非常に１，０２６㎡という広域

の中で、近畿で一番、和歌山県の４分の１の面積を有する、こういう農業

委員会の中で、それぞれの皆さんが協力協し合いながらですね、法令業務、

振興業務等を確実にこなして来た結果だと思います。受益代表として、地

域の皆さんの相談役として、黙々とやってきたことが、今評価されたのだ

と、このように思ってございます。そのような事で、皆さんの喜びとして

受賞してきたいと思ってございます。まだ、日にちは決まってないんです

けども、この２０日前後くらいに県庁へ出向いて、仁坂知事さんから受賞、
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伝達されるようでございますので、また、報告をさせていただきたいと、

このように思ってございますので、どうぞよろしくお願いしたいと思いま

す。そらから、はなはだ僭越ではございますけども、私自身も同じ賞をい

ただくという事で、１０期３０年間に渡りまして、農業委員会でお育てを

いただきました。そういう中で大勢の皆様にお世話になって、私も中々、

そういう器ではないんですけども、皆さんの協力を得ながら、田辺市農業

委員会の会長を３期、副会長を２期、あわせて県の農業会議の副会長を３

期という事で、勤めさせていただきました。大勢の皆様にお世話になりま

したことをお礼申し上げたいと思います。本当に有難うございました。ま

た、帰ってきましたら報告をさせていただきたいと、このように思ってご

ざいますので、よろしくお願いいたしたいと思います。それでは早速でご

ざいますけども、農用地利用集積計画の合意解約、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 黒野   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、田辺市○○○字○○○○、地目は畑、面積は５８１㎡、他３筆、

合計面積１，５４５㎡です。貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○

○○○、使用貸借の合意解約をした日は、平成２６年４月１８日です。２

番、○○○字○○○○、地目は畑、面積は２，８００㎡です。貸人は○○

○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の合意解約をした日は、

平成２６年４月１８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２筆、

畑の１，７１４㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、

賃貸借の野菜、全体で３万円口座払い、期間は平成２６年６月１日から平

成２８年５月３１日の更新です。２番、○○○字○○○○、他１筆、畑の

１，６１６㎡です。貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、

賃貸借の梅と水稲、年間１万円の口座払い、期間は平成２６年６月１日か

ら平成２９年３月３１日の更新です。３番、○○○字○○○○、畑の２，

８００㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、賃貸借の

梅、年間１万円の口座払い、期間は平成２６年６月１日から平成４６年７

月３１日の新規です。４番、○○○字○○○○、他１筆、田の１，４１４

㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、

期間は平成２６年６月１日から平成３２年５月３１日の新規です。５番、

○○○字○○○○、他１筆、畑の１，９５８㎡、貸手は○○○、○○○○、

借手は○○○、○○○○、使用貸借の梅と水稲、期間は平成２６年６月１

日から平成２９年４月３０日の新規です。６番、○○○字○○○○、他６

筆、畑の３，３１３㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○

○、使用貸借の梅と水稲、期間は平成２６年６月１日から平成２９年４月

３０日の新規です。７番、○○○字○○○○、他１筆、畑の２，００４㎡、

貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間

は平成２６年６月１日から平成３６年７月３１日、新規です。８番、○○
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○字○○○○、他１筆、畑の１，０８９㎡、貸手は○○○、○○○○、借

手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平成２６年６月１日から平

成３２年７月３１日、新規です。９番、○○○字○○○○、畑の８９０㎡、

貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間

は平成２６年６月１日から平成２９年７月３１日、新規です。１０番、○

○○字○○○○、他２筆、畑の１，２４４．０４㎡、貸手は○○○、○○

○○、借手は○○○、○○○○、賃貸借のミカン、全体で年間１万円持参

払い、期間は平成２６年６月１日から平成３２年５月３１日、新規です。

１１番、○○○字○○○○、田の１，０１９㎡、貸手は○○○、○○○○、

借手は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、期間は平成２６年６月１日か

ら平成３１年５月３１日、新規です。１２番、○○○字○○○○、他４筆、

田の２，６０９㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、

使用貸借の水稲、期間は平成２６年６月１日から平成２８年５月３１日、

更新です。１３番、○○○字○○○○、他１筆、田の６９５㎡、貸手は○

○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の水稲と野菜、期間

は平成２６年６月１日から平成２８年５月３１日、更新です。１４番、○

○○字○○○○、畑の５０４㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、

○○○○、使用貸借の野菜、期間は平成２６年６月１日から平成２９年３

月３１日、新規です。合計１４件、３４筆、２２，８６９．０４㎡、貸手

１３名、借手１４名です。この１４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。利用権設定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。○○○○さんの土地に○○○○さんが野菜を作られて

おります。非常にきれいに管理されておりますし、更新であるため特に異

議はございません。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番です。２番、３番異議はございません。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番です。４番、５番について双方とも高齢者であり、○○○○さんも

しくは○○○○さんが借りられるという事で、４番、５番、６番、３件共

に異議ございません。 

議    長   はい、７番。 

○○番 委員   ○○番です。７番は○○○○さんの息子さんです。異議ありません。８番

の○○○○さんは青年就農給付金の件で異議ありません。９番の○○○○

さんと○○○○さんは隣同士で畑も隣同士で異議ありません。 

議    長   はい、１０番。 

○○番 委員   ○○番です。○○○○さんと○○○○さんは親戚関係で、○○○○さんは

○○○○さんの甥坊に当たります。異議ございません。 

議    長   はい、１１番。 

○○番 委員   ○○番です。○○番○○○○委員から電話がございまして、○○○○さん
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と○○○○さんは親戚関係で、異議ないとの事です。 

議    長   はい、１２番。 

○○番 委員   ○○番です。１２番、１３番につきまして更新であり異議ございません。 

議    長   はい、１４番。 

○○番 委員   ○○番です。１４番は異議ございません。 

議    長   はい、以上１４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。それと申し訳ございませ

ん、利用権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。それでは、本日

の欠席委員さんは１４番の中山敏久委員さん、２４番の原さだ委員さんで

す。それから、本日の会議録署名委員に、３５番の矢敷勇氣男委員さん、

３６番の松本忠巳委員さん、よろしくお願いをいたします。それでは議案

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号相続税の納税猶予に関す

る適格者証明について、議案第６号農地等売渡あっせん申出について、議

案第７号許可書の返納（農地法第５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、報告第２号農地法施行規則第３２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、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○○○○、地目は登記簿が田、現

況は畑、面積は２、４７㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、

○○○○、交換です。２番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記

簿が田、現況は畑、面積は２２㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は

○○○、○○○○、交換です。３番、土地の所在は○○○字○○○○、地

目は登記簿が田、現況は畑、面積は４２㎡、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、現況は畑、面積は１９㎡、譲渡人は○○○、○

○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買です。５番、土地の所在は○○

○字○○○○、地目は登記簿が田、現況は畑、面積は１５㎡、他１筆、合

計面積７２㎡です。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、

現況は畑、面積は２、９６㎡、他１筆、合計面積１３、９６㎡です。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、現況は畑、面積は２、

４７㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、交換で

す。８番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況は畑、
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面積は１４㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、

交換です。９番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現

況は畑、面積は７、１４㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、

○○○○、交換です。１０番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登

記簿が田、現況は畑、面積は７、０８㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲

受人は○○○、○○○○、交換です。１１番、土地の所在は○○○字○○

○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は８７３㎡、譲渡人は○○○、○

○○○、譲受人は○○○、○○○○、持分２分の１、遺贈です。譲受人が

もう一人おりまして、○○○、○○○○、持分２分の１、遺贈です。１２

番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は

８７３㎡、譲渡人は○○○、○○○○、持分２分の１、譲受人は○○○、

○○○○、持分２分の１、贈与です。１３番、土地の所在は○○○字○○

○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は３，１９３㎡です。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、現況共に畑、面積は１，１７１

㎡です。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、現況共に畑、

面積は７２０㎡です。譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○

○○、売買です。この方の耕作されている面積と取得される面積の合計が

５０アールに足りないんですけども、○○○で今月の農業委員会に９８３

㎡の３条申請を出されていまして、それを併せると５０アールを超えると

いう事で、○○○で確認してからになります。１６番につきましては申請

者からの連絡で取り下げになっています。１７番、土地の所在は○○○字

○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は７１２㎡、他９筆、合計面

積１７，２２６㎡です。譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○

○○○、贈与です。１８番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記

簿、現況共に畑、面積は１７５㎡、他２筆、合計面積２４０㎡です。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２７

㎡です。譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買で

す。次の２０番ですが、今日配らせていただきましたＡ４の議案書で、○

○○○さんが申請後になくなられたという事で、相続人代表の方からの申

請に変更が加えられております。２０番、土地の所在は○○○字○○○○、

地目は登記簿、現況共に畑、面積は６７９㎡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

りまして野菜を作られるそうです。以上１９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   それでは１９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番から１０番は事務局が言われたように、○○○の

山手側突き当たりになるんですけども、地目はすべて田になるんですけど



6 

 

も、小さい田がいくつかありまして、田が沼地であり、中々耕作もし難い

という事で、高速がらみの土をいれてうめた所の、小さい角の取り合わせ

が等がありまして、今回その分も精査をするという事で、異議ございませ

ん。 

議    長   はい、１番、２番、３番、４番、５番、６番、７番、８番、９番、１０番

は形状整理による交換という事で、異議なしとの事であります。続きまし

て１１番。 

○○番 委員   はい、○○番です。１１番、１２番異議ございません。 

議    長   はい、１３番。 

○○番 委員   ○○番です。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。今、事務局から説明がありましたとおり、○○○○さんの娘

さんが○○○へ嫁っている関係で、そちらの方で畑を求められると、地元

もきちっと耕作しておりますので何ら問題はないと思います。 

議    長   はい、１６番は取り下げで１７番。 

○○番 委員   はい、○○番です。これは息子さんに贈与するだけです。異議ありません。 

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番について異議ございません。 

議    長   はい、２０番。 

○○番 委員   ○○番です。２０番について異議ございません。 

議    長   はい、以上３条申請１９件とも異議なしとのことです。なお、１４番、１

５番につきましては○○○の農業委員会の許可を確認してからの許可とい

う事で、以上１９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   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、現況共に畑、面積は３５８㎡、

所有者は○○○、○○○○、使用目的及び規模は駐車場３５８㎡、着工日、

工事期間は許可の日より１年以内、本人から３ヶ月以内から１年以内に訂

正がございました。平成２４年１０月１７日に農用地区域から除外してい

ます。隣接同意は不要、水利同意はございます。道路と住宅に囲まれた生

産性の低い農地で、第２種農地です。以上１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

該当しておりません。農地法第４条申請以上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。ここで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。 

○○番 委員   ○○番です。５月８日に現地調査を行ってまいりました。愛須局長、松平
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主査、○○○○委員、それから私でございます。朝は寒くて大変かなと思

いましたが、日中はまあまあの良い条件でございました。まず、１番の駐

車場の件ですけども、ここは、○○小学校の前に新しく出来た広い道のす

ぐ隣で、○○小学校の前のほうにあります。周辺は、新興住宅地のような

所で、駐車場にしたいという事であります。北側は民家、西側は持主さん

のアパートを経営されています。そして南側は大きな新しく出来た県道、

東側は市道になっています。そのまま埋立てもせず駐車場にするようで異

議ありません。 

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。アパートといいますか、集合住宅が今建っているんですけど

も、僕もあの建物であの駐車場では狭いと思いやったのです。異議ありま

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   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

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は１０２㎡、

貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は

住宅５４、２６㎡、駐車場、庭４７、７４㎡、着工日、工事期間は許可の

日より６か月以内、平成２５年１０月２２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。使用貸借設定５０年間でござ

います。道路と住宅に囲まれた生産性の低い農地で、第２種農地です。２

番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に田、面積は

１，３３０㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、

持分４分の２、○○○○、持分４分の１、○○○○、持分４分の１、使用

目的及び規模は資材置場１，３３０㎡、着工日、工事期間は許可の日より

４か月以内、平成２０年１月３０日に農用地区域から除外しています。隣

接同意、水利同意は共にございます。道路と川に囲まれた生産性の低い農

地で、第２種農地です。３番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登

記簿が田、現況は畑、面積は６０㎡です。譲渡人は○○○、○○○○、譲

受人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は通路６０㎡、着工日、工事

期間は許可の日より１年以内、農用地の内外は用途外でございます。隣接

同意、水利同意共にございます。この土地は、都市計画用途地域内（準工

業地域）にありますので、第３種農地です。４番、土地の所在は○○○字

○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は１，６１８㎡、譲渡人は○

○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は分譲住

宅６棟４０６㎡、道路、駐車場１，２１２㎡、着工日、工事期間は許可の

日より１２か月以内、平成２５年１０月２２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せん、水利同意はございます。周囲を山と川
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に囲まれた２種農地でございます。５番、土地の所在は○○○字○○○○、

地目は登記簿が畑、現況は休耕、面積は４３２㎡、他１筆、合計面積５４

７㎡、賃貸人は○○○、○○○○、賃借人は○○○、○○○○、使用目的

及び規模は太陽光発電施設５４７㎡、着工日、工事期間は許可の日より３

か月以内、農用地の内外は用途外でございます。隣接同意はございます、

水利同意は不要です。賃貸借権設定２０年間でございます。過疎化の山村

区域にある小集落の農地で、第２種農地です。以上５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

い要件に該当しておりません。農地法第５条申請以上５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。ここで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。 

○○番 委員   ○○番です。１番は同じ○○○で○○小学校の後の方にあたります。東側

は畑で同意書があり、南側は市道と畑で同意書があり、西側は○○○○さ

んの宅地、北側は宅地です。これは息子さんの家を隣に建てるという事で

す。これも盛土をしないで整地をするみたいです。それで同意もあり、合

併浄化槽で排水をするという事で異議ありません。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番です。２番もまた、○○小学校から新しい道を○○○へ行く途中に

ある、狭くなるところの周辺の所です。これも新しく道を付けたんで、そ

この田が良くなったんですけども、直接道路に接している面と接していな

い面があります。そこら辺がどうなるかなと言う問題はあるんですけども、

○○○○さんと○○○○さんは親戚同士にあり、○○○○さんは高齢でこ

う言う風な話になったようです。回りは水路を作り、大きな水路に流すの

で異議ありません。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番です。これは○○○のバイパス沿いの○○○○の下になります。バ

イパスが出来たので三角地が取り残されていました。そこへ、近くの畑へ

行く道を付けたいという事で、東側は市道、南側は田、西側は雑種地です

が現況は申請人の畑、北側はバイパスです。現場は、一輪車が通れるくら

いの通路で、軽四では入口が狭くて難しいかなと話をしました。ただ、畑

へ行く道を付けたいという事だったので、異議ありません。 

議    長   はい、５番。 

○○番 委員   ○○番です。この土地は３１１号の国道から○○○の頂上付近の家の近く

まで上がった所で、ぐるりが休耕田で、それで排水は自然排水で、傍に電

柱も来ているし、休耕田の利用になり問題ないかと思います。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番について異議はないんですが、申請地は○○会館の東と

なっていますが、これは西です。 

議    長   はい、西に訂正願います。続きまして２番。 

○○番 委員   ○○番です。２番について、代表委員の説明どおりで異議ございません。 
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議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番です。説明いただいたとおりで異議ございません。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番です。この物件ですけども、３月に同意が得られていないという事

で、保留にしてから２か月経つんですけども、それから多少計画変更をし

ているような話は聞いておるんですけども、まだ、隣接と水利組合の同意

が得られてないという事で、今月も保留でお願いしたいと思います。 

議    長   はい、５番。 

○○番 委員   ○○番です。５番の物件について異議ございません。 

議    長   はい、議案第３号農地法第５条申請、１番、２番、３番、５番の４件は異

議なしとの事で、４番１件は３回目の再度保留と、進んでいるんだけども

最終確認ができていないという事でございます。５件ともそのように取り

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４件が許可相当、１件につきましては保留という事で進達

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申し上げます。 

小倉  係長   １１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

ない旨の証明願です。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記

簿が畑、現況は山林、面積は１１５㎡、他８筆、合計面積は２，６２７、

６８㎡、申請人は○○○、○○○○、理由は、申請地は昭和４５年１０月

当時、農地法第４条の許可申請を行い、許可を得て山林に転用した土地で

ありますが、地目変更の登記を怠り、許可書を紛失したため、改めて今回

提出するものです、ということです。農地法第２条の規定による農地でな

い旨の証明願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。 

○○番 委員   ○○番です。この○○○の現地へ行かせていただきました。もう既に４０

年以上経っていて、根元が３０ｃｍを超すような杉の木が植わっていて、

誰が見ても山林に思うので、問題ないと思います。以上です。 

議    長   はい、有難うございました。それでは逐条審議をお願い申し上げます。１

番。 

○○番 委員   ○○番です。ただ今の現地調査委員さんのお話のとおりでありまして異議

ありません。 

議    長   はい、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５号相

続税の納税猶予に関する適格者証明について事務局の説明をお願い申し上

げます 

小倉  係長   １２ページをお願いします。議案第５号相続税の納税猶予に関する適格者

証明です。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共
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に畑、面積は２３９㎡、他に１３筆ございまして、合計面積５，９６３、

６４㎡です。届出人は○○○、○○○○、経営面積は６，３２４、６４㎡、

相続開始年月日は平成２５年１０月１９日でございます。以上、相続税の

納税猶予に関する適格者証明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。異議ございません。 

議    長   はい、議案第５号相続税の納税猶予に関する適格者証明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。 

○○番 委員   ○○番です。相続税の猶予につきましてなんですけど、財産を全部せんな

んのか、選ったところだけ猶予をうけられるのか、その点だけ皆さんに報

告していただきたいと思います。１町あったら全部相続猶予せなあかんの

か、５反までして、後の５反は置いておく事ができるのかどうか、皆さん

方に教えてあげて欲しいんです。 

松平  主査   猶予を受けたい分だけで受けれます。 

議    長   続きまして、議案第６号農地等売渡あっせん申出について、事務局のご説

明をお願い申し上げます。 

小倉  係長   １３ページをお願いします。議案第６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

８８６㎡、作物は梅で１０アール当たり収穫量は２，０００ｋｇから３，

０００ｋｇ、希望価格は４０万円から５０万円です。所有者は○○○、○

○○○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７３０㎡、他に１筆ございまして、合計面積は２，２６８

㎡、作物はみかんで１０アール当たりの収穫量は３，０００ｋｇ、希望価

格は１０アール当たり１１５万円です。所有者は○○○、○○○○です。

農地等売渡あっせん申出、以上２件ご審議のほどよろしくお願い申し上げ

ます。 

議    長   はい、それでは地元委員さんの状況説明をお願い申し上げます。１番。 

○○番 委員   ○○番です。この○○○○さんは、１月の定例会の時も１回あっせんの申

出がありまして、成立しておりますけども、また２回目の申出がございま

した。現地を見てきたんですけども、これは○○○へ上がって行く幹線道

路がありまして、その道が通るのでカットされて、５ｍから６ｍの擁壁の

上に道沿いに細長くある梅畑で、この畑に行くには、隣にミカン畑があり

まして、その人が持たなかったら行けないような所なんで、あっせんする

ならこの方に持ってもらわなしょうがないかなという土地です。以上です。 

議    長   はい、有難うございます。続きまして２番。○○○の物件の状況説明をお

願い申し上げます。 

○○番 委員   ○○番です。ここの場所は、○○○、○○○地区からパイロットへ上がる

山の中腹にあります。方向は南東向きで、農道の上下に別れていまして、
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上が１反半ほどありまして、半分くらいが日南と晩柑いろいろ植ってます。

下の７３０㎡はほとんど晩柑です。モノラックも両方に出てまして、農道

を挟んでモノラックが見えてますが、機械は１台でその間のレールを取り

外すようにして、ちょうど畑の真ん中を上と下に通ってます。それと園に

防除施設、潅水まではいかないけども共同のクーラーをつけて、そういう

事で山の中腹なんですけども、希望価格が少し高いかなあと思いますけど

も、一応これで申請どおり話をしたいと思います。以上です。 

議    長   はい、ありがとうございます。議案第６号２件につきまして、あっせんす 

る事に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、１番の○○○の物件ですけども、説明いただきました○○○○

委員さん、○○○○委員さん、○○○の○○○○委員さん、よろしくお願

い申し上げます。それから、○○○の物件でございますけども、○○○○

委員さん、○○○○委員さん、隣接地で○○○○委員さん、よろしくお願

い申し上げます。続きまして議案第７号許可書の返納、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   １４ページをお願いします。議案第７号許可書の返納、農地法第５条です。

１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積

は８７１㎡、譲渡人は○○○、○○○○、持分１０分の９、○○○○、持

分１０分の１、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は木造平屋

建２棟１３５、１５㎡、駐車場、通路、花壇等７３５、８５㎡、許可日は

平成２６年２月２８日、許可番号は和歌山県指令西農第○○○○○○号、

返納理由は土地購入及び建築費等に必要な資金が急に他に必要となり、実

行出来なくなった為でございます。以上、許可書の返納、農地法第５条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。異議ございません。 

議    長   はい、議案第７号許可書の返納、農地法第５条１件異議なしとの事でござ

います。そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

小倉  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です。１

番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積１，

４４５㎡、他１筆、合計面積３，１２８㎡、売渡人は○○○、○○○○、

買受人は○○○、○○○○、成立日は平成２６年４月１６日、価格は３０

０万円です。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。２番、土地の所在は○○○字○○○○、地

目は登記簿、現況共に畑、面積３，２６３㎡、売渡人は○○○、○○○○、

買受人は○○○、○○○○、成立日は平成２６年４月２１日、価格は２８

０万円です。あっせん委員さんは○○○○委員さん、○○○○委員さん、
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○○○○委員さんの３名です。農地等売渡あっせん成立以上２件報告申し

上げます。 

議    長   はい、有難うございます。あっせん委員さん大変ご苦労さんでございまし

た。○○○○委員さん退席お願いします。 

         （○○○○委員退席） 

議    長   それでは、あっせんの顛末の報告をお願い申し上げます。１番。 

○○番 委員   ○○番です。４月１６日に○○○○さん宅で○○○○さんと私と○○○○

さんと○○○○さんで、この○○○○さんは青年集農者であり、無事に受

けていただきましたので、成立いたしました。 

議    長   有難うございます。１番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   ないようでございますので、ご報告とさせていただきます。 

         （○○○○委員着席） 

議    長   はい、それでは２番につきまして、顛末の報告をお願い申し上げます。 

○○番 委員   ○○番です。○○○○さんの隣接地から行く予定だったんですけども、家

の近くの若い○○○○さんが手を挙げてくれまして、去る４月２１日に問

い合わせた結果、木も古いという事で、希望価格３００万円が２８０万円

で決着つきました。以上です。 

議    長   有難うございます。２番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   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。買     

         受人の両方とも、就農給付金がらみで人農地プランへ登録されている方で 

         ございますので、非常に良かったかなと思ってございます。続きまして、 

報告第２号農地法施行規則第３２条第１項第１号による届出について、事 

務局の説明をお願い申し上げます。 

松平  主査   １６ページをお願いします。報告第２号農地法施行規則第３２条第１項第

１号による届出です。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記

簿が雑種地、現況は畑、面積は５５５㎡です。届出人は○○○、○○○○、

使用目的及び規模は農業用倉庫４０、５２㎡、転用面積は農業用倉庫４０、

５２㎡です。農地法施行規則第３２条第１項第１号による届出以上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、

事務局の説明をお願い申し上げます。 

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２，８００㎡、賃貸人は○○○、○○○○、賃借人は○○

○、○○○○、賃貸借の合意解約をした日は平成２６年４月１８日です。

農地法第１８条第６項の規定による通知以上１件報告申し上げます。 

議    長   報告第３号について、ご意見、ご質問ございませんか。         
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（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。先

程、お手元に追加議案を配布させていただきました。上程させてもらって

よろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それでは○○○○委員さん退席お願いします。 

（○○○○委員退席） 

議    長   はい、それでは追加議案の説明をお願いします。 

農振課 尾崎   あっせん議案が成立しましたので所有権移転を報告いたします。１番、○

○○字○○○○、地目は畑、面積は１，４４５㎡、他１筆、合計３，１２

８㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、利用目的

は畑、対価は３００万円、支払方法、支払期限は持参払い、平成２６年５

月３０日、所有権移転の時期は平成２６年５月３０日です。以上１件報告

させていただきます。 

議    長   有難うございます。それでは所有権移転の逐条審議をお願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番です。これについて異議ありません。 

議    長   所有権移転以上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。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。 

         （○○○○委員着席） 

議    長   それでは、お手元に一枚のペーパーがございます。この件についてご 

説明お願いします。 

農振課 尾崎   農地利用権設定の解約について説明。 

議    長   有難うございます。利用権設定の解約については、合意解約が基本である

という事でございます。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、ご報告とさせていただきます。それではその

他の案件でございます。４月の県の農業会議に提出をいたしました４条３

件、５条３件につきましてすべて無事答申されましたことをご報告申し上

げます。それでは、もう一枚お手元のほうに、田辺市農業委員会委員一般

選挙に係る確定の件について、事務局から説明させていただきます。 

愛須  局長   田辺市農業委員会委員一般選挙について説明。 

議    長   有難うございます。選挙の日程が確認しましたので、ただ今説明のあった

とおり進んでいくと思われます。ご意見、ご説明ございませんか。無いよ

うでございますので、どうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。 

         それでは、忙しい時期でございますので、今日、予定しておりました議案

はすべて終了いたしました。皆さん方から何かご意見、ご質問等ございま

せんか。 

（なしの声あり。） 

議    長   無いようでございますので、非常に忙しい時期でございますので、本日は

これで終了いたします。有難うございました。 



14 

 

 



15 

 

午後３時１８分終了 

 

 

 

 

 

以上会議の顛末を記しその確認を証するため下記に署名する。 

 

 

 

 

３５番委員 

 

 

 

 

 

３６番委員 

 

 

 

 

 

議   長 

 


