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田辺市農業委員会議事録 

平成２６年６月１０日（火）午後２時 田辺市役所別館 ３階  

農業委員数３９名 

出席者３３名 

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

                     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 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 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            ２７番 溝口 健治   

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   

             

欠席者       ５番 市橋 宗行   ６番 向日 一義  １７番 泉  雅行 

 ２６番 鈴木 直孝  ２８番 上中 悠司  ３９番 蔭地 明一        

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  ３７番 峯園 五郎  ３８番 石谷  強 

議    長   皆さんこんにちは。定刻でございますので、ただ今から初めたいと思いま

す。６月に入りまして梅の収穫等、大変忙しい時期でございますけども、

ご出席いただきまして有難うございます。それから、先月ご報告をさせて

いただきました、我々、田辺市農業委員会が農林水産大臣賞をいただき、

５月２０日に県庁の方で受賞式がございまして、瀧本副会長、愛須局長と

一緒にいただきに行って参りました。ここに賞状を置いております。この

賞につきましては、田辺市農業委員会が過去の先輩方の歴史の上に、平成

１７年に大同合併をいたしまして、近畿で一番、和歌山県の４分の１の面

積になった我々の農業委員会が、それぞれの事情の違う農業委員会が合併

をして、その後９年間になるんですけども、皆さん方と一致協力して運営

をしてきたという事が評価につながったという事でございます。今後とも、

この賞に恥じないようにお互いに精進をして、頑張っていかなければいけ

ないなと、このように思ってございますので、よろしくお願いを申し上げ

たいと思います。それから全国的な情報ですけども、５月１４日に政府の

規制改革会議に、ＪＡそれから我々農業委員会に対しまして非常に厳しい

提案がございました。ＪＡにつきましてはコメントを差し控えますけども、

我々農業委員会につきましても、今やっております公選制を廃止して、市

長、村長が任命をして議会が承認をするというような方法で、話が進んで

いるようでございますけども、それに対しまして、それぞれの全国農業会

議所だとか県の農業会議を含めですね、いろいろ異論を唱えて、反対なり、

またいろんな運動をしているようでございます。ただ、言えることは１０

年間で農業所得が半減し、今の農業就労人口の平均年齢が６６歳、それか

ら４９歳以下の後継者といえる方々が７パーセントしかないという、時間
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的な数字でですね、今日の新聞でも１３年の和歌山県の農業の後継者の就

農者がまた減ったという事で、その原因としては、反対に景気が若干良く

なって、ＩターンＵターンの方が減ってきた、また農業をしていて勤めに

出るようになったと、こういう何か痛し痒しの情報でございまして、非常

に悲喜交々のとこでございますけども、それはそれとして、我々も農地行

政がどういう風になっていくか分かりませんけども、しっかり頑張ってい

かなあかんなと思ってございます。それでは、挨拶はこれくらいにいたし

まして、本日は欠席の委員さんが多いので先に連絡させていただきます。

５番の市橋宗行委員さん、６番の向日一義委員さん、１７番の泉雅行委員

さん、２６番の鈴木直孝委員さん、２８番の上中悠司委員さん、３９番の

蔭地明一委員さんです。それでは、早速でございますけども、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 岡本   田辺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、○○○、○○○○、土地の所在は、○○○字○○○○、

他５筆、合計面積１，９８６㎡です。地目は台帳が畑と田、現況は樹園地

と畑、申請の理由は梅畑です。編入１件です。編入面積は、１，９８６㎡。

続いて除外になります、２番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字

○○○○、他に１筆、合計面積は２，７５５㎡、地目は台帳が田と畑、現

況は樹園地です。変更の理由は太陽光パネル設置でございます。３番、○

○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は９０６㎡、地目

は台帳が畑、現況は樹園地です。変更の理由は太陽光パネル設置でござい

ます。４番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は

６２１㎡、地目は台帳が田、現況は休耕畑です。変更の理由は太陽光パネ

ル設置でございます。５番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○

○○○、面積は２，０２４㎡、地目は台帳が畑、現況は樹園地です。変更

の理由は太陽光パネル設置でございます。６番、○○○、○○○○、土地

の所在は○○○字○○○○、面積は９５６㎡、地目は台帳、現況共に畑で

す。変更の理由は太陽光パネル設置でございます。７番、○○○、○○○

○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は１，６３１㎡です。地目は台

帳が畑、現況は樹園地です。変更の理由は住居でございます。８番、○○

○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は２６２㎡です。地

目は台帳、現況共に畑です。変更の理由は住居でございます。９番、○○

○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は１００㎡です。地

目は台帳が田、現況は畑です。変更の理由は太陽光パネル設置でございま

す。１０番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は

６６９㎡です。地目は台帳が畑、現況は休耕畑です。変更の理由は太陽光

パネル設置でございます。１１番、○○○、○○○○、土地の所在は○○

○字○○○○、他１筆、合計面積は７０６、４３㎡です。地目は台帳が畑、

現況は休耕畑と進入路です。変更の理由は公園でございます。１２番、○

○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は１，４３３㎡、

地目は台帳が畑、現況は樹園地です。変更の理由はコンビニでございます。
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１３番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、他に１筆、

合計面積は１，０１５㎡、地目は台帳が畑、現況は樹園地です。変更の理

由はコンビニでございます。１４番、○○○、○○○○、土地の所在は○

○○字○○○○、他１筆、合計面積は１，１４９㎡、地目は台帳、現況共

に畑です。変更の理由は太陽光パネル設置でございます。１５番、○○○、

○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は１，１５０㎡、地目は

台帳が畑、現況は畑と資材置場です。変更の理由は太陽光パネル設置でご

ざいます。１６番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、

他１筆、合計面積は９４５㎡、地目は台帳、現況共に畑です。変更の理由

は太陽光パネル設置でございます。１７番、○○○、○○○○、土地の所

在は○○○字○○○○、他１筆、合計面積は１，４９５㎡、地目は台帳が

畑、現況は樹園地です。変更の理由は分譲住宅でございます。１８番、○

○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は９１６㎡、地目

は台帳が田、現況は放棄地です。変更の理由は太陽光パネル設置でござい

ます。１９番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、他１

筆、合計面積は８９８㎡、地目は台帳が畑、現況は樹園地です。変更の理

由は太陽光パネル設置でございます。２０番、○○○、○○○○、土地の

所在は○○○字○○○○、面積は２８㎡、地目は台帳が田、現況は休耕田

です。変更の理由は道路でございます。２１番、○○○、○○○○、土地

の所在は○○○字○○○○、他１筆、合計面積は３５、８７㎡、地目は台

帳が田、現況は休耕田です。変更の理由は資材置場でございます。２２番、

○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は２、１９㎡、

地目は台帳が田、現況は休耕田です。変更の理由は資材置場でございます。

除外面積は１９，６９７、４９㎡。田辺農業振興地域整備計画変更申請、

編入１件、除外２１件、編入合計１，９８６㎡、除外合計１９，６９７、

４９㎡、総計１７，７１１、４９㎡です。続きまして中辺路農業振興地域

整備計画変更申請です。１番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字

○○○○、他１筆、合計面積は１，２７１㎡です。地目は台帳が田、現況

は休耕田です。変更申請の理由は太陽光パネル設置です。２番、○○○、

○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、他に５筆、合計面積は１，６

８１㎡、地目は台帳が田、現況は休耕田です。変更の理由は墓地でござい

ます。３番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○です。面

積は６３８㎡です。地目は台帳が畑、現況は休耕畑です。変更申請の理由

は店舗です。４番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○で

す。面積は１，３４２㎡です。地目は台帳が畑、現況は休耕畑です。変更

申請の理由は太陽光パネル設置です。中辺路農業振興地域整備計画変更申

請、４件、除外合計は４，９３２㎡です。続きまして大塔農業振興地域整

備計画変更申請です。１番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○

○○○、面積は１９９㎡です。地目は台帳が畑、現況は休耕畑、変更の理

由は公園です。２番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、

他１筆、面積は７８３㎡です。地目は台帳、現況共に田、変更の理由は駐

車場です。大塔農業振興地域整備計画変更申請、２件、除外合計は９８２
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㎡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、審議をいただきますが、○○○○委員の案件を除きまして、逐

条審議をお願い申し上げます。田辺農業振興地域整備計画変更申請の１番。 

○○番 委員   ○○番です。異議ございません。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番です。２番、３番、４番異議ありません。 

議    長   はい、５番。 

○○番 委員   ○○番です。５番について異議ございません。 

議    長   はい、７番。 

○○番 委員   ○○番です。７番、８番につきましては子供の住居という事で異議ござい

ません。 

議    長   はい、９番。 

○○番 委員   ○○番です。９番について異議ございません。 

議    長   はい、１０番。 

○○番 委員   ○○番です。１０番から１３番まで異議ありません。 

議    長   はい、１４番。 

○○番 委員   ○○番です。１４番から１８番まで異議ございません。 

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番から２２番異議ございません。 

議    長   はい、田辺農業振興地域整備計画変更申請以上２１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   それでは、○○○○委員さん退席お願いします。 

（○○○○委員退席） 

議    長   はい、それではお願いします、６番。 

○○番 委員   ○○番です。６番について異議ありません。 

議    長   ６番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、そのようにさせていただきます。 

         （○○○○委員着席） 

議    長   はい、続きまして、中辺路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番について異議ございません。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番です。３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番について異議ございません。 

議    長   はい、中辺路農業振興地域整備計画変更申請以上４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。 
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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、大塔農業振 

興地域整備計画変更申請の１番。 

○○番 委員   ○○番です。１番、２番について異議ございません。 

議    長   はい、大塔農業振興地域整備計画変更申請以上２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。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 福田   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○○○○、他 1 筆、地目は田、面積は１，８０４㎡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５月８日です。２番、○○○字○○○○、地

目は畑、面積は，８８７㎡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５月１３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○○○○、畑の１，９００㎡、貸手は○○○、○

○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平成２６年７月

１日から平成２９年６月３０日の更新です。２番、○○○字○○○○、他

２筆、畑の１，０７２㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○

○○、使用貸借の梅、期間は平成２６年７月１日から平成３２年７月３１

日の新規です。３番、○○○字○○○○、畑の３０１㎡です。貸人は○○

○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平成２６

年７月１日から平成３２年７月３１日の新規です。４番、○○○字○○○

○、畑の１，０５４㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○

○、賃貸借の梅、年間４万円の口座払い、期間は平成２６年７月１日から

平成３１年６月３０日の更新です。５番、○○○字○○○○、畑の３，０

７８㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の

ミカン、期間は平成２６年７月１日から平成３６年６月３０日の新規です。

６番、○○○字○○○○、畑の１，６９７㎡、貸手は○○○、○○○○、

借手は○○○、○○○○、使用貸借のミカン、期間は平成２６年７月１日

から平成３６年６月３０日の新規です。７番、○○○字○○○○、他２筆、

畑の４，７２３㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、

使用貸借の梅とミカン、期間は平成２６年７月１日から平成３６年６月３

０日の新規です。８番、○○○字○○○○、畑の９２６㎡、貸手は○○○、

○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平成２６年７

月１日から平成３２年６月３０日、新規です。９番、○○○字○○○○、

他１筆、田の１，７７１㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○

○○○、使用貸借の水稲、期間は平成２６年７月１日から平成３１年６月

３０日、更新です。１０番、○○○字○○○○、他２筆、畑の６３７㎡、

貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の野菜とシ
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キミ、期間は平成２６年７月１日から平成２７年６月３０日、新規です。

１１番、○○○字○○○○、他３筆、田の１，４８９㎡、貸手は○○○、

○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、期間は平成２６年

７月１日から平成２９年６月３０日、新規です。１２番、○○○字○○○

○、他２筆、田の１，４４９㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、

○○○○、使用貸借の水稲、期間は平成２６年７月１日から平成２９年６

月３０日、新規です。１３番、○○○字○○○○、他９筆、畑の６，１９

９㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の梅

とミカン、期間は平成２６年７月１日から平成３６年６月３０日、新規で

す。合計１３件、３４筆、２６，２９６㎡、貸手１３名、借手９名です。

この１３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意解約につ

きまして、ご意見、ご質問ございませんか。 

○○番 委員   ○○番です。２番の○○○の件ですけど、これは貸手の○○○○さんの認

識が大変甘かったという事で、私たちもガックリしているところですけど

も、８月頃に利用権を設定いたしまして、正月には返してくれという事に

なりまして、これはすごいな、私共としてはお互いに合意解約ですので何

ら問題が無いん違うんかという事だったのですけど、ここには軽量鉄骨で

りっぱなハウスを建ったのですけども、後継者の方が農業をしないとなり

まして、誰か借りてくれる人は無いかという事で探しておったところ、○

○○○さんが仲立ちをしまして○○○○さんに借りてもらうという事で、

○○○○さんが８月に５年契約で利用権設定をして、イチゴの観光農園と

いう事で新しい道を開くためにやったのですけど、一生懸命夏から正月ま

で、りっぱなイチゴを作り喜んでいたんですけど、正月あけてから突然戻

してくれという事で、○○○○さんも大変ショックだったと思います。そ

れで、合意解約なので何ら問題ないんじゃないんですかと言ったんですけ

ども、こういったことは２度と無いようにという事で、農業委員会と関係

者の方で寄って話を聞いて欲しいという事で、○○○○で、仲立ちした○

○○○さんと愛須局長と農業振興課の尾崎さんと、そして私たち農業委員

と○○○○さんと○○○○さんも交えまして話をしました。それで前回、

農業振興課から説明文の中に、「正当な理由がない一方的な解約は認められ

ませんので、双方十分な協議の上合意解約に努めること」、この文言をきち

んと入れてもらいましたので、今後、皆さんこういう事の無いようにやっ

ていただきたいと思います。 

議    長   はい、有難うございます。ただ今の事につきまして、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とさせていただきます。はい、それでは利

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。１番について更新で異議はございません。 

議    長   はい、２番。 
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○○番 委員   ○○番です。○○○○さんが勤めに出ている関係で、なかなか耕作できな

いという事で、○○○○さんの紹介で○○○○さんが作ることになりまし

た。２番、３番について異議はございません。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番です。更新で異議ありません。 

議    長   はい、５番。 

○○番 委員   ○○です。貸手側の○○○○さんが高齢のために、○○○○さんに借りて

いただくという事で異議ございません。 

議    長   はい、６番。 

○○番 委員   はい、○○番です。○○○○さんは青年就農給付金を受ける方で、○○○

○さんとは親戚です。６番、７番、８番異議ございません。 

議    長   はい、９番。 

○○番 委員   ○○番です。更新であり異議ございません。 

議    長   はい、１０番。 

○○番 委員   ○○番です。貸手の○○○○さんとは体調を崩されまして、土地の近くで

ある○○○○さんが借りて管理するとの事で異議ございません。 

議    長   はい、１１番。 

○○番 委員   ○○番です。１１番、１２番につきまして、○○○○さんが農地を耕作す

る近くの田圃でございまして、異議ございません。 

議    長   はい、１３番。 

○○番 委員   ○○番です。これは○○○の方ですけども、畑が担当する地区なので説明

させてもらいます。この○○○○さんと○○○○さんは親戚同士で、この

○○○○さんの梅畑は非常に良い梅畑なんですけど、ここ２年程放棄地の

ような状態になっていましたので良かったと思います。異議ございません。 

議    長   はい、以上１３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、本日の会議録

署名委員に、３７番の峯園五郎委員さん、３８番の石谷強委員さん、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号相続税の納税猶予に関する適格者証明について、議案第

５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号農地法第１８条第６項の規定による通知に

ついて、報告第３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、関連がございますので報告第３号農地使用

貸借契約の合意解約通知について、事務局の説明をお願い申し上げます。 

松平  主査   １０ページをお願い申し上げます。報告第３号農地使用貸借契約の合意解

約通知です。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況

共に田、面積は４０６㎡、他１６筆ございまして、合計面積は登記簿が１

５，０８４、９１㎡の内１１，２１２、９１㎡、貸人は○○○、○○○○、

借人は○○○、○○○○、使用貸借の合意解約をした日は平成２５年１２
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月３１日です。理由は長男から次男への経営移譲のやり直しです。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。 

         （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２５５㎡、他１筆、合計面積は１，３１５㎡です。譲渡人

は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、贈与です。２番、土地

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況は畑、面積は８６６

㎡、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、現況共に田、面積

は４０６㎡、他１６筆、合計面積は登記簿が１５，０８４、９１㎡の内１

１，２１２、９１㎡です。貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○

○○、使用貸借１１年間設定の経営移譲です。４番、土地の所在は○○○

字○○○○、地目は登記簿、現況共に田、面積は１１９㎡、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、現況共に畑、面積は１２２㎡、譲渡

人○○○、○○○○、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とシキミを作られるそうです。以上５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。○○○○さんと○○○○さんは親子でございます、異

議ありません。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   はい、○○番です。この田は○○○○さんのちょうど家の前になりまして、

利便性も良いかと思いますんで異議ございません。それと３番ですが、当

初長男が後継でやるという形だったんですけど、現在は弟の○○○○君が

やっております。精力的にやっていただいておりますんで何ら問題ありま

せん。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番です。担当は○○番の○○○○委員なんですが、今日はどうしても

出席できませんので、異議がないと伝えて欲しいという事です。 

議    長   はい、５番。 

○○番 委員   はい、○○番です。近所同士でございます。特に異議ございません。 

議    長   はい、以上３条申請５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。 
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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   ３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、面積は３１

２㎡、所有者は○○○、○○○○、持分２分の１、○○○、○○○○、持

分２分の１、使用目的及び規模は住宅７９、４２㎡、駐車場、庭２３２、

５８㎡、着工日、工事期間は許可の日より６か月以内、農用地の内外は用

途外です。隣接同意、水利同意共に不要でございます。この土地は、都市

計画用途地域内（第一種低層住居専用地域）にありますので、第３種農地

です。２番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が山林、現況

は畑、面積は登記簿９，２０３㎡の内６００、６９㎡、他２筆、合計面積

は登記簿１０，７１２㎡の内１，０２２、４１㎡、所有者は○○○、○○

○○、使用目的及び規模は共同住宅１棟１２戸、２９２、７９㎡、駐車場

１８台７２９、６２㎡、着工日、工事期間は許可の日より８か月以内、農

用地の内外は用途外です。隣接同意はございます、水利同意は不要でござ

います。許可後に分筆予定でございます。この土地は、都市計画用途地域

内（第一種中高層住居専用地域）にありますので、第３種農地です。３番、

土地の所在は、○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は５

７㎡です。所有者は○○○、○○○○、使用目的及び規模は、太陽光発電

施設５７㎡です。着工日、工事期間は許可の日より３か月以内、農用地の

内外は用途外です。隣接同意、水利同意共に不要でございます。この土地

は、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。４番、土

地の所在は、○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は３２

１㎡です。所有者は○○○、○○○○、使用目的及び規模は、太陽光発電

施設３２１㎡です。着工日、工事期間は許可の日より３か月以内、農用地

の内外は用途外です。隣接同意はございます、水利同意は不要でございま

す。この土地は、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４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４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。６月６日に局長、係長、○○○○委員と○○行政局を出発し

まして、○○○地区内と○○○地区内の６件の物件を調査してきました。

１番は、○○小学校の下５０ｍで、前に排水路もあり別に問題はないと思

います。２番は、この敷地内は○○○○さんの敷地内の中での事ですので、

隣近所にも迷惑をかけることもなく、また排水路は前側と公園の裏側にも

ありますので、問題はないと思います。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番です。３番は太陽光発電施設をやるという事で、隣接は東側が道路、

北側と西側に宅地、南側に水路、水利組合はありません。申請地は人手が
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無く耕作が難しく休耕になっていた、今回、隣接の宅地と共に発電に適し

た土地ですので転用して活用したいという事です。次に４番、これも太陽

光発電施設です。現況は休耕地で、東側が谷川、西側が国道、南側に宅地、

北側が農地で同意があるという事で、水利組合もありません、排水につい

て何も問題がないと思われます。転用理由としては、標高も高く山の中腹

で太陽光発電に適しており、付近に影響も無く転用したいとの事です。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。この○○○○さんと○○○○さんは親子関係で、家を建つん

だったら１ｍでも高い所に建ちたいという事です、異議ございません。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番です。２番について現地調査委員さんの言うとおりですけども、現

地については高台で、○○○は海からの風が強く、住宅地でもあり、今ま

で消毒等に大変苦労しておりましたので、その点を考慮して宅地にすると

いう事で、異議ございません。 

議    長   はい、３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、付

近にも影響が全く無いと思われますので、異議ありません。それから４番

ですが、これも同じく異議ありません。 

議    長   はい、議案第２号農地法第４条申請４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１９㎡、

譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規

模は分譲住宅１棟、駐車場等１９㎡、着工日、工事期間は許可の日より１

２か月以内、農用地の内外は用途外です。隣接同意はございます、水利同

意は不要でございます。この申請の計画は、１９㎡の土地に分譲住宅と駐

車場となっておりますので説明を致します。これは、隣接の雑種地２筆と

併せた３筆で１，４４１㎡の全体計画で、申請地１９㎡のみが農地のため

この申請となりました。この土地は、都市計画用途地域内（第一種住居地

域）にありますので、第３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。

隣接者、水利組合との立会いを予定しておりますが、まだ最終確認が出来

ておりません。隣接同意はございません、水利同意は交渉中でございます。

周囲を山と川に囲まれた２種農地でございます。３番、土地の所在は○○
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○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は３３９㎡、譲渡人は○

○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は駐車場

３３９㎡、着工日、工事期間は許可の日より４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。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３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３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。それだ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。１番の申請地が○○小学校より北へ５０ｍとなっております

が、○○小学校のちょうど目の前にあります。道路より高台になっていて、

排水路も道路の所にありますし、別に問題はないと思います。 

議    長   はい、２番は継続審議中なので現地調査がありませんので、３番。 

○○番 委員   ○○番です。この駐車場にする所は、現況は栗畑、東側に里道、南側、西

側に宅地、北側に市道となっております。水利組合もありません。転用理

由としては、現在の駐車場が狭いために作る。盛土６０ｃｍ、周囲にＵ字

溝とフェンスを設置する。雨水はＵ字溝を通じ里道側の側溝へ流すという

事で何も問題はないと思います。 

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○○○○委員の件ですけども、先日連絡がありまして

異議ないとの事です。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番です。もう３か月ほど保留になっておるんですけども、まだ前向き

に進んでおりません。今月もまた保留という事でお願いします。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番です。現地調査の委員さんのとおりに、○○○○さんは前の区長さ

んで、前々から○○○○の駐車場の件で頭を悩ましていたところ、こうい

う話になって喜んでいるという事で異議ございません。 

議    長   はい、２番につきまして、○○○○委員さんのほうから４回目の保留と言

うことでありますけども、計画的にはどうされる予定ですか。 

○○番 委員   一応、あそこは遊水地帯なんで、今は法面で利用するようになっているが、

○○○○が自分の用地の分を全部使いたいという事で、それでは上手の農

地に水が溜まって排水ができなくなるので、聞いたところでは○○○○さ

んは５０ｃｍのＵ字溝を入れて許可をしてくれんやろかという案は聞いて

るんですが、今月末には隣接と水利組合で寄って、話して、出来たら７月

の委員会で同意がいただければ、通してあげたいと思っています。 

議    長   隣接と水利組合は今月中くらいで何とか目途をつけて交渉したいという事

で、７月の委員会には出してくるよという事でありますけども、皆さんそ

れでよろしいですか。 

委員  全員   異議なし。 
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議    長   はい、それでは４回目と言うことですが保留という事で、議案第３号農地

法第５条申請１番、３番は異議なし、２番については保留という事で、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 

松平  主査   ６ページをお願いします。議案第４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、現況共に

畑、面積は６０３㎡、他に２３筆ございまして、合計面積１７，４７７㎡

です。届出人は、○○○、○○○○、経営面積は１７，４７７㎡、相続開

始年月日は平成２５年８月１５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。この物件については今まで旦那さんが作っておったんですけ

ども、つい最近亡くなられまして相続で、娘さんが○○○の職員さんに嫁

いで、旦那さんが亡くなった時点で○○○を辞めて農業をしておるんです

けども、地域の人に確認したところ、十分に維持管理、丁寧に耕作もして

いるという事で、何ら異議はございません。 

議    長   はい、議案第４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。続きまして議案第５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   ７ページをお願いします。議案第５号許可書の返納、農地法第５条です。

１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況は休耕地、

面積は１，５９３㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○

○○、使用目的及び規模は建設資材置場８３５㎡、許可日は平成２５年１

０月２９日、許可番号は和歌山県指令西地農地第○○○○○○号、返納理

由は他に資材置場を確保できたためでございます。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。この物件については、○○○の○○○○の裏側になってくる

んですけど、譲渡人の○○○○さんにも確認したところ、他に便利な土地

ができたので、この件については双方が話し合いをしながら解約できたと

いう事で、何ら異議はございません。 

議    長   はい、議案第５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。 

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
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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   ８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、面積は８８

６㎡、売渡人は○○○、○○○○、買受人は○○○、○○○○、成立日は

平成２６年５月１４日、価格は４０万円です。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。あっせん委員さん大変ご苦労さんでございまし

た。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。これは去る５月１４日に、申し出のあった○○○○さんの畑

の隣にあります○○○○さんという方ですけども、ここが隣の畑ですし、

また認定農業者でもありますしお願いしたところ、４０万円という価格で

あっせんが成立いたしました。以上でございます。 

議    長   はい、有難うございました。報告第１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   ９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、現況共 

に畑、面積は８８７㎡、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５月１３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   はい、有難うございます。この件については先程○○○○の方から説明の

あった分でございます。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２号、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。５月の県の農業会議に提出をいたしま

した４条１件、５条４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１件、来月の任期最終の定例委員会の日

程が若干変更になってございますので、含めて局長のほうからご説明をさ

せていただきます。 

愛須  局長   ７月の定例委員会は７月７日月曜日午後３時から同所で開催と、定例会終

了後のお別れ会の説明。旅行積立金の返却、当選証書付与式、推薦委員市

長任命式、初総会の説明、農業者年金の現況届の説明。 

議    長   ただ今説明をさせていただきました、来月の定例会は７月７日月曜日です。

午後３時からという事で、それから最後の委員会という事で、６時からお

別れ会を開催するという事で、異議ございませんか。 

         （なしの声あり。） 

議    長   また、万障繰合わせて全員出席をしていただきますように、よろしくお願
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い申し上げたいと思います。それでは本日予定しておりました案件はすべ

て終了しましたが、皆さん方から、何かご意見、ご質問ございませんか。

ないようでございますので、大変忙しい時期でございます。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２８分終了 
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