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田辺市農業委員会議事録 

平成２６年９月１０日（月）午後２時 田辺市役所別館 ３階 大会議室 

農業委員数３９名 

出席者３４名 

1 番 山崎 清弘             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 

１７番 泉  雅行 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 ３０番 松窪 俊英  ３１番 岡上  達   

３３番 川井 洋之 ３４番 中村 洋子   

３７番 峯園 五郎            ３９番 蔭地 明一 

             

欠席者      ２番 玉置 俊裕   ３２番 長嶝 博司  ３５番 矢敷 勇氣男 

３６番 松本 忠巳   ３８番 石谷  強 

                     

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  ８番 森  敦孝    ９番 更井 寛司 

議    長   それでは皆さんこんにちは、定刻になりましたので定例委員会を始めさせ

ていただきます。やっと夏が来そうな天気で、昨日から素晴らしい青空が

見えているんですけども、皆様、梅干しが大変遅れてきていることと思い

ます。また、みかんの方も、かなり糖度が低いという事で、この先どうな

るかわかりませんけども、大変心配されるところでございます。先月、私

も始めて県の農業会議の総会と理事会に出席させていただきまして、その

中で農業委員会の改革についての話がありまして、この改革案につきまし

ては、非常に上のほうでデスクワークと言うんでしょうか、現場の状況が

わからないまま流れてきたような話しぶりでございますので、大変、我々

現場の者とかけ離れた考え方になっていると思いますので、そこら辺どう

いうふうに埋め合わせしていくかという事が、これからの課題になろうか

と思いますので、青年給付金の事もありました、あれも２転３転といろい

ろ変わって、皆さん現場が混乱するような状態でなってきましたんで、今

の政治の農業に対する進め方が、ただ辻褄合わせみたいなことをして、最

後に辻褄が合わないようなことになってきてしまって、大変心配するばか

りでございますけども、我々現場としては、一つひとつこの案件をしっか

り審議しながら、農業者一人ひとりのために農業が安定して出来るように、

これからも頑張って行きたいと思います。それでは、案件のほうに入って

行きたいと思います。まず最初に、田辺市農業経営基盤強化の促進に関す

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



2 

 

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１，２３７㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○

○○、使用貸借のスモモと梅、期間は平成２６年１０月１日から平成３２

年９月３０日の新規です。２番、○○○字○○○○、他１筆、畑の登記簿

６５９４㎡の内２，３７９㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、

○○○○、使用貸借の梅とミカン、期間は平成２６年１０月１日から平成

３２年９月３０日の新規です。３番、○○○字○○○○、他１筆、畑の２，

００１㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借

の梅、期間は平成２６年１０月１日から平成３２年９月３０日の新規です。

４番、○○○字○○○○、他１筆、畑の６，０３６㎡、貸手は○○○、○

○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平成２６年１０

月１日から平成３２年９月３０日の新規です。５番、○○○字○○○○、

他５筆、畑の４，８１８㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○

○○○、使用貸借の梅、期間は平成２６年１０月１日から平成３６年９月

３０日、新規です。６番、○○○字○○○○、畑の１，５３０㎡、貸手は

○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、賃貸借の梅、年間１万円口

座払い、期間は平成２６年１０月１日から平成３６年９月３０日の新規で

す。７番、○○○字○○○○、他３筆、畑の２，９３８㎡、貸手は○○○、

○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平成２６年１

０月１日から平成３２年９月３０日、更新です。８番、○○○字○○○○、

他１筆、畑の１，５４９㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○

○○○、賃貸借の梅、年間２万円口座払い、期間は平成２６年１０月１日

から平成３２年９月３０日、新規です。９番、○○○字○○○○、畑の１，

３１１㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、賃貸借の

梅、年間１万円口座払い、期間は平成２６年１０月１日から平成３１年９

月３０日、新規です。１０番、○○○字○○○○、畑の２２２㎡、貸手は

○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平成

２６年１０月１日から平成３２年９月３０日、新規です。１１番、○○○

字○○○○、他３筆、田の１，５１９㎡、貸手は○○○、○○○○、借手

は○○○、○○○○、使用貸借の野菜、期間は平成２６年１０月１日から

平成３１年９月３０日、新規です。１２番○○○字○○○○、畑の１，３

６２㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の

梅、期間は平成２６年１０月１日から平成５１年９月３０日、新規です。

１３番、○○○字○○○○、他１筆、畑の９８１㎡、貸手は○○○、○○

○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平成２６年１０月

１日から平成５６年９月３０日、新規です。１４番、○○○字○○○○、

畑の２，０４２㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、

賃貸借の梅、年間４万円口座払い、期間は平成２６年１０月１日から平成

３６年９月３０日、新規です。１５番、○○○字○○○○、他１筆、田の

２，４５１㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使用

貸借の水稲、期間は平成２６年１０月１日から平成２９年３月３１日、新

規です。１６番、○○○字○○○○、他４筆、田と畑の１，７７２㎡、貸
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手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の水稲と野菜、

期間は平成２６年１０月１日から平成２９年８月３１日、新規です。１７

番、○○○字○○○○、他１４筆、畑の８，０２４㎡、貸手は○○○、○

○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の梅と野菜、期間は平成２６

年１０月１日から平成２９年９月３０日、新規です。合計１７件、５２筆、

４２，１７２㎡、貸手１５名、借手１３名です。この１７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   ご審議をいただくのですが、１２番１３番に○○○○委員さんの案件がご

ざいますので、それを除く１５件に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。○○○○さんがサラリーマンで、親戚の方が１番、

２番を耕作されていたんですけども、されないという事で、ＪＡさんの紹

介で友達の○○○○さんが借りてくれるようになりました。梅のミカンも

なかなか良く出来ております。異議ございません。 

議    長   はい、１番、２番異議なしとの事で、次は３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。この案件につきましては、２番の○○○○委員が担当さ

れておりますけども、本日所要の為欠席をされておりますので、私から説

明させていただきます。この○○○○さんは青年就農者で若い方で、規模

を拡大させて経営を安定させるという事で頑張っておられる方という事で、

特に問題はないという事であります。以上です。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。借り手の○○○○さんは、○○○○の息子さんで、今年

も漬けていますから問題ないと思います。 

議    長   はい、５番。 

○○  委員   ○○番○○です。○○○○さんは元々○○○の出身で、○○○○さんの家

の近くで住んでおられまして、異議はありません。次に６番は、○○○○

さんは定年退職されて、○○○○さんに借りてもらうそうです。７番も○

○○○さんの案件ですけども、先程の○○○○さんの従兄弟になります、

異議ありません。８番、これも○○○○さんはサラリーマンで○○○○さ

んに作ってもらうようで、異議ありません。 

議    長   はい、９番。 

○○番 委員   ○○番○○です。９番ですけども、これは２０年程前に○○○で区画整理

した土地でありまして、近くの○○○○さんが借り受け、問題ありません。

それから１０番ですけども、先程の５番の隣ですけども、○○○の○○○

○さんに貸すという事で、問題ありません。  

議    長   はい、１１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１１番について、○○○○先生は９０歳以上の高齢で作

ることができなせん。○○○○さんに作ってもらうという事で異議ござい

ません。  

議    長   はい、１４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。○○○の方でおりますが、○○○○さんの奥さんは○○
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○出という事で、大変広範囲に作られているという事で、問題ありません。  

議    長   はい、１５番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１５番と１６番同時に所見を言います。借手の○○○○

さんにつきましては、○○○に行っておるんですけども、若手で農業も一

生懸命やっていますんで、特に異議ないと思います。 

議    長   はい、１７番。 

○○番  委員  ○○番○○です。貸手の○○○○さんは、３年前の台風１２号で、溝の整

備をしていまして事故を起こしまして、奥さんも単車で転倒しまして、３

年程前から農業の出来る状態でないという事で、友人の方々が草を刈った

り、業者に出して管理しておりましたけども、今回、農業公社さんが間に

入られまして、借りていただける方が見つかったという事で、地元のから

は勿論喜んでおります。局長さんも先達て場所の確認に来ていただいてお

ります。問題ございません。 

議    長   はい、以上１５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。 

         （○○番委員退席） 

議    長   続きまして、１２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１２番、１３番は○○○○さんの息子さんで、大変農業

に一生懸命取組んでおります。問題ありません。 

議    長   はい、１２番、１３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、それではそのようにさせていただきます。 

         （○○番委員着席） 

議    長   ここで、田辺市農業経営基盤強化の促進に関する利用権の設定の申し出の

追加議案がございますので、事務局の説明をお願い申し上げます。 

農振課 尾崎   追加の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３筆、畑の

１，３３２㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、賃貸

借の梅、年間２万６千円口座払い、期間は平成２６年１０月１日から平成

２７年９月３０日の更新です。２番、○○○字○○○○、他６筆、畑の３，

１９９㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借

の梅とミカンと水稲、期間は平成２６年１０月１日から平成２７年９月３

０日の更新です。３番、○○○字○○○○、畑の２４２㎡、貸手は○○○、

○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の野菜、期間は平成２６年

１０月１日から平成２７年９月３０日の更新です。４番、○○○字○○○

○、田の１，３８３㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○

○、使用貸借の水稲、期間は平成２６年１０月１日から平成２７年９月３

０日の更新です。５番、○○○字○○○○、他３筆、畑の１，６７０㎡、

貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、賃貸借の梅、年間３
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万円口座払い、期間は平成２６年１０月１日から平成２７年９月３０日の

更新です。合計５件、１６筆、７，８２６㎡、貸手１名、借手５名です。

この５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   それでは、追加議案５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。すべて１年更新で、貸手は同じ人、借手は○○○

の人で問題ありません。 

議    長   はい、１番から５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、それではそのようにさせていただきます。それでは定例会に移りた

いと思います。本日の欠席委員さんは、２番の玉置俊裕委員さん、３２番

の長嶝博司委員さん、３５番の矢敷勇氣男委員さん、３６番の松本忠巳委

員さん、３８番の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、８番の森敦孝委員さん、９番の更井寛司委員さん、

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５条申請について、議案第３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４号農地の形状

変更について、議案第５号農地等売渡あっせん申し出について、報告第１

号農地法施行規則第３２条第１項第１号による届け出について、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３，２６３㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、

○○○○、あっせんによる売買です。２番、土地の所在は○○○字○○○

○、地目は登記簿、現況共に畑で、面積は６０㎡、譲渡人は○○○、○○

○○、譲受人は○○○、○○○○、贈与です。この方の耕作面積は５０ａ

ありませんので、農地法第３条第２項第５号の下限面積の不足に該当する

んですけども、政令で相当の事由がある場合はこの限りではないと書かれ

ておりまして、それが農地法施行令の第６条第３項第３号によって例外に

より許可が下りるというのがありまして、当該地が後で５条転用で出てく

る残地でありまして、面積も小さく、転用後の状況は隣接する農地が○○

○○さんの農地しかない状態になっておりまして、不許可の例外に該当す

るという事で処理させていただくことになります。３番、土地の所在は○

○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は１，０１０㎡、譲渡

人は○○○、○○○○、持分２分の１、○○○、○○○○、持分２分の１、

譲受人は○○○、○○○○、売買です。４番、土地の所在は○○○字○○

○○、地目は登記簿が田、現況は畑、面積は２０８㎡、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１，００４㎡、他１

筆、合計面積は１，５９９㎡です。譲渡人は○○○、○○○○、譲渡人は
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○○○、○○○○、売買。営農計画書が添付されておりまして野菜と梅を

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。これは４月にあっせんした物件で、問題ありませ

ん。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   はい、○○番○○です。これは５条申請で出てきますが、○○○○さんの

農地が進入路及び駐車場になる件につき、この部分を貰い受けるというも

のです。足らない分につきましては、事務局の説明いただきましたので、

この部分についても異議ありません。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。何ら問題ありません。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。○○番の○○○○さんの案件ですが欠席で、この件につ

いては異議ありませんと報告するよう連絡をいただいております。 

議    長   はい、５番。 

○○番 委員   はい、○○番○○です。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。 

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   ３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１７０㎡、

貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は

住宅７１㎡、駐車場他９９㎡、着工日、工事期間は許可の日より３か月以

内、農用地の内外は平成８年９月２５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。周囲を道路と住宅に囲まれた小規

模な農地で、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３５４㎡、譲渡人は○○○、○○○○、

譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は住宅６４、５９㎡、道路

法面他２８９、４１㎡、着工日、工事期間は許可の日より１年以内、農用

地の内外は平成２６年６月１３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。水利同意は不要でございます。周囲を山に囲まれた小

規模な農地で、第２種農地です。３番、土地の所在は○○○字○○○○、

地目は登記簿、現況共に畑、面積は６０㎡、譲渡人は○○○、○○○○、

譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は駐車場６０㎡、工事期間

は許可の日より１年以内、農用地の内外は平成２６年６月１３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。水利同意は不要でござ
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います。周囲を山に囲まれた小規模な農地で、第２種農地です。４番、土

地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が畑、現況は休耕地、面積は

６２５㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用

目的及び規模は貸資材置場６２５㎡、着工日、工事期間は許可の日より６

か月以内、農用地の内外は平成２６年６月１３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。水利同意は不要でございます。周囲を

山と川に囲まれた小規模な農地で、第２種農地です。５番、土地の所在は

○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は３４５㎡、譲渡人

は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は住

宅１０７、４㎡、駐車場他２３７、６㎡、着工日、工事期間は許可の日よ

り６か月以内、農用地の内外は当初抜き、隣接同意は不要でございます。

水利同意はございます。周囲を山と宅地に囲まれた小規模な農地で、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、面積は５、０１㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、

○○○○、使用目的及び規模は公園、進入路９００、１㎡、着工日、工事

期間は許可の日より１年、農用地の内外は平成２６年６月１３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。山間にあ

る小集落の生産性の低い農地で、第２種農地です。７番、土地の所在は○

○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況は休耕田、面積は８９５㎡、譲

渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規模

は公園、進入路９００、１㎡、着工日、工事期間は許可の日より１年、農

用地の内外は平成２６年２月１７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。山間にある小集落の生産性の低い農地

で、第２種農地です。８番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記

簿、現況共に畑、面積は８５㎡、他１筆、合計面積１５２㎡です。譲渡人

は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は駐

車場８５㎡、庭６７㎡、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ございます。隣接同意、水利同意共に不要でござい

ます。山間にある小集落の生産性の低い農地で、第２種農地です。以上８

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

８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。９月８日朝８時３０分頃に、○○○で愛須局長、小倉係

長、○○○の○○○○委員と私の４名が揃い現地に出て行きました。前の

日に台風１２号が発生して中止になるだろうなと思っていましたが、涼し

く雨も降らずに快く、５条申請８件、形状変更１件、２条証明１件と１０

件の現地調査を行ってまいりました。それでは、５条の１番から報告させ

ていただきます。１番から説明させていただきます。申請場所は○○○、

鉄塔の東側で、現況は野菜畑で大変立地条件の良い所でありました。東側

南側が宅地、西側は道路と宅地、北側は市道という事で、転用理由として
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は、申請地の周辺は日当たりも良く、回りも宅地や道路で、○○○○さん

から宅地を借りて住宅を建築したいという事で申請をもらっております。

建物については鉄骨２階建１棟と駐車場で、周囲にフェンスをはり、排水

については、合併浄化槽処理、雨水とともに前の道路側に側溝があります

ので、そこへ流すという事で、別段支障がないと思われます。２番ですけ

ども、○○○の東隣になるんですけども、現況は梅畑でございます。東側

には宅地、南側には道路と一部畑があるんですけどもそれについては同意

があります。西側には畑、これも同意をもらい、北側には境内地という事

で、水利組合はないようでございます。○○○○さんが社宅を建築するの

に○○○○さんから購入して建築をされるみたいです。切土７０ｃｍ、法

面保護、コンクリート舗装して、Ｕ字溝と排水桝を設置します。排水につ

いては、Ｕ字溝を新設して重圧管から集水桝へ排水を流すという事で、同

意もあり支障がないものと思われます。同じ所になるんですけども３番は、

隣接には先程説明した住宅が建つという事で、その駐車場６０㎡、切土７

０ｃｍ、法面保護とコンクリート舗装、排水については、Ｕ字溝、重圧管

から集水桝へ水を流すという事で、同意等もあり支障がないものと思われ

ます。 

○○番 委員   ○○番○○です。４番の○○○の件ですけども、これは現状維持で、草が

生えているのを刈って、梅干しの人に貸すという事で、何ら問題ないと思

います。 

○○番 委員   ○○番○○です。５条申請の５番ですけども、○○○の○○○○さんの上

になります。現況畑ですけども、東側に本人所有の宅地、南側西側には市

道、北側には本人さんの畑という事で、水利組合からは同意書をもらって

おります。申請理由としては、○○○○から無償で譲り受け、○○○○の

近くに自分の住宅を新築するという事で申請をもらっております。転用内

容は、住宅２階建て、進入路と駐車場、盛土無しで現況で締め固め、北側

には擁壁、擁壁の下から東側に水路を新設し、合併浄化槽で処理をし、雨

水は新設の水路から市道の方へ放流するという事で、支障のないものと思

われます。 

○○番 委員   ○○番○○です。６番と７番は同じ所でございまして、これは○○○の裏

側からちょっと上へあがった高台になります。この土地の１ｍほど上で○

○○○が共同生活介護施設を建つようにしていました。その運動広場と入

る進入路という事です。２ｍの市道がありますが狭いという事で道を少し

広げます。○○○○さんの土地は、その道の入口のちょっと突き出た部分

を５、０１㎡広げる予定です。それと水については、排水溝がございまし

て何ら問題がないと思います。隣接には田と梅畑が少しありましたが、隣

接同意もあり何ら問題ないと思います。８番の○○○の件でございますが、

８５㎡の分は駐車場、６７㎡の分は庭木を植えるという事で、ただこの場

所は階段になっておりまして、切土、盛土しないで使う予定で、一番上に

屋敷がありまして、その家も改修してゲストハウスに使うそうでございま

して、その１ｍ程下がった６７㎡の所に庭木を植えて、そのまた１ｍ５０

ｃｍくらい下の土地に車３台くらい置くような市道と同レベルの駐車場作
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るそうです。そういう事で同意もあり何ら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申し上げますが、

○○○○さんの件がありますので、１番を除き２番から審議をお願いしま

す。 

         ２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。２番、３番につきまして、現調委員さんのご報告通りで

ありまして異議ございません。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。これは、○○○から○○○を６００ｍほど上っていった

所の農免道路沿いにある土地です。この周りが、○○○○さんという同じ

人の梅干場になっていまして、梅干場に借りたいということです。周りが

同じ高さでもありますし、異議ありません。 

議    長   はい、５番。 

○○番 委員   ○○番○○です。この土地は、○○○○さんの宅地の隣の土地で、娘さん

の家を建つという事で、何ら問題ありません。 

議    長   はい、６番。 

○○番 委員   ○○番○○です。６番、７番については、現地調査委員さんの説明の通り

であります。ここは、前回審議いたしました、○○○○のグループホーム

と下の方には○○○○さんの関係の施設がございます。異議ございません。 

議    長   はい、８番。 

○○番 委員   ○○番○○です。この物件は、災害の時に水害で浸かった所で、現在空家

になっておるんですけども、リホームして利用していただけるという事で

異議ありません。 

議    長   はい、議案第２号農地法第５条申請７件共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。それでは○○○○委員さ

ん退席お願いします。 

         （○○○○委員退席） 

議    長   それでは、１番について審議お願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。先程から説明ありましたように問題はないと思います。 

議    長   はい、１番について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。 

         （○○○○委員着席） 

議    長   それでは、議案第３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   ５ページをお願いします。議案第３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○○○○、地目は登記が

田、現況は雑種地、面積は２５６㎡、他２筆、合計面積は１，０３８㎡、

申請人は○○○、○○○○、理由は、平成３年、県道○○線の改良工事に
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地権者として用地買収に協力しました。そして、その改良工事の際に現在

の地形になり現在に至っています。当時から、高齢であったこともあり、

申請地で耕作することは一度もありませんでした。この間、○○○○と○

○○○の資材置場として貸出し、○○○○の駐車場として利用されたこと

もあります。以上から、平成５年を境に利用状況は雑種地であり耕作の目

的に供される土地ではありませんでした、でございます。以上、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。この土地は、○○○○さん奥の３００ｍくらい廻って行

った土地の内側でございまして、地面も踏み固められ、○○○○の檀家さ

んが墓場にしたいという土地でございまして、ここの現場からは家は一軒

も見えない所でございます。日当たりは良かったと思います。場所として

は、半分は道路に隣接し、残りの半分は谷や川に面していまして、何ら問

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。現地調査委員さんの説明のとおり何ら問題ありません。 

議    長   はい、議案第３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４農地

の形状変更願について、これは○○○○の案件になりますので、退席をさ

せていただきます。会長代理の○○○○委員さんよろしくお願いします 

         （○○退席） 

（○○番委員）  議長を務めさせていただきます。それでは議案第４農地の形状変更願につ

いて、事務局の説明をお願いします。 

小倉  係長   ６ページをお願いします。議案第４農地の形状変更願です。１番、土地の

所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は１，１９３

㎡です。申請人は、○○○、○○○○、変更理由は、盛土してうね状の畑

にしたい。着工日、工事期間は許可の日より１年以内、隣接同意、水利同

意共にございます。以上、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。 

（○○番委員）  はい、有難うございます。それでは、現地調査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。この物件については、○○○の○○○○より東へという

事で、○○○の裏手になるんですけども、碁盤の目のように水路を掘って

水を流しているようですけども、その碁盤の目についての横の所だけを、

うね幅だけを埋めて縦の水路はそのまま残しておくという事で、埋める高

さにしても２５ｃｍから３０ｃｍの道路よりも低い盛り土をするという事

で同意書もいただいておるんで、何も別段支障ないものと思われますんで、
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排水等については縦の水路がそのまま残っていますんで、そちらから既設

の水路へ全て流し込むという事で、別段支障ないと思われます。 

（○○番委員）  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。現地調査の委員さんの説明のとおり、問題ございません。 

（○○番委員）  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。 

（○○番委員）  はい、それではそのようにさせていただきます。 

（○○着席） 

議    長   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、事務局のご説

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１，

４６３㎡、作物は梅で１０アール当たり収穫量は２，０００ｋｇ、希望価

格は２００万円です。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３８５㎡、他に

１筆ございまして、合計面積は６，９３６㎡、作物はみかんで１０アール

当たりの収穫量は３ｔ、希望価格は５００万円です。所有者は○○○、○

○○○です。３番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が山林、

現況は畑、面積は２，４７９㎡、作物は梅で１０アール当たり０ｋｇ、希

望価格は３００万円です。所有者は○○○、○○○○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１，２５４

㎡、作物はみかんで１０アール当たりの収穫量は２００ｋｇ、希望価格は

５０万円です。所有者は○○○、○○○○です。農地等売渡あっせん申出、

以上４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、○○○に住んでいるんですけども、

○○○という事で遠距離にある、そういう事で今年も自分の持っている田

畑が大変多いございますので、そこまで中々収穫まで手がまわらなっかっ

たという事で、経営の効率化のために手放したいという事でございます、

以上問題ありません。 

議    長   地形の方はどうですか。 

○○番 委員   ○○番○○です。この畑は○○橋から５００ｍくらいで○○川という大き

目の溝があるんですけども、その道沿いにあります。ただし、車が直接入

らないので、モノラックをそこの道に引っ付けて、そこで物の運搬をして

いる所です。現場は、西向きのちょっときつめの傾斜畑で南高梅を植えて

ます。２０年生が７割ぐらいと５，６年生が残りであります。状況はそう

いうところであります。 

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

い申し上げます。 

○○番 委員   ○○番○○です。２番の物件ですけども、場所については○○○○の○○
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○○さんから道路を挟んで山手側になるんですけども、場所については傾

斜地であります。ミカンの晩柑類を植えとったんですけども、２２、３歳

の子供さんが就職して、旦那さんが亡くなられて、お婆ちゃんと３人で生

活しているんですけども、中々、ミカンとか梅という事ですが維持してい

くのが難しいので、この機会に出来れば農業委員さんのほうで誰か買って

くれる人がいればという事で申請にいたったような状況です。よろしくお

願いします。 

議    長   はい、有難うございます。続きまして３番。○○○の件の状況説明をお願

い申し上げます。 

○○番 委員   ○○番○○です。○○○、場所については○○○の○○○という所にあっ

て、そこを下りたら○○○なんですけども、そこの左手の尾根の上の方な

んです。裏側が○○○のパイロットの辺りです。２，４７９㎡の梅畑で３

００万円は高いなと思われるんですけど、地籍調査が終わっていない場所

で実測は６反くらいだという事です。梅は８年生、９年生なんですけども、

忙しくてこの場所まで採りにいけない。人手不足と経営を集約したいとい

う事です。長男は居られるんですけど○○○○で出世街道を走ってますん

で、後継者になり得ないだろうという事で、夫婦二人で作るのには大変だ

という事です。南東向きの１２段くらいの畑です。モノラックもあります

し南紀用水のクーラーもあります。農道もセメント舗装してあります。以

上です。 

議    長   はい、有難うございます。４番。○○○の件の状況説明をお願い申し上げ

ます。 

○○番 委員   ○○番○○です。この申請者の方が○○○ですけども、所在地が○○○と

いう事で私の方から報告させていただきます。場所は３年前の台風の大水

害で甚大な被害を受けた○○谷という所でございます。南向きの比較的な

だらかな畑でございます。数年前から放棄しておりまして、去年に雑木を

伐採して苗を植えたという状況でございます。○○○○さんも高齢で、娘

さんも勤められていますし、中々管理が出来ないという事でございます。 

議    長   はい、ありがとうございます。議案第５号４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、地元の○○○○委員さんと隣

接の○○○の○○○○委員さんと○○○の○○○○委員さんよろしくお願

いします。２番の○○○の物件は、○○○○委員さんと隣接の○○○○委

員さんと○○○の○○○○委員さんよろしくお願いします。３番の○○○

の物件は、○○○○委員さんと○○○○委員さんと隣接で○○○の○○○

○委員さんよろしくお願いします。４番の○○○物件は、○○○○委員さ

んと○○○○委員さんと隣接の○○○の○○○○委員さんよろしくお願い

します。以上４件よろしくあっせんしていただきたいと思います。 
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○○番 委員   ○○番です。１番の件について○○○○委員さんにお伺いしたいんですけ

ども、○○○の物件に関しては、反当たり１５０万円くらいですけど、後

は７０万円から５０万円ですが、○○○の物件は相当良い場所にあるんか、

将来宅地になる所か、その辺具体的に説明お願いします。 

○○番 委員   ○○番○○です。正直言ってここは道がないんですね。そして傾斜地です。

将来の何かと言うのは難しいと思います。ただ、梅の価格はわかりません

けども、２００円くらいで売れれば４、５年で土地代は出るというふうな

ことで、たぶんこの値段を出しているんだと思います。現実には、隣接と

いうか隣の人でないと中々難しいと思います。 

○○番 委員   確かにわかりました。でも、金額的にだいたい反当たりこれは場所によっ

て違いますけども、１００万円ないし７、８０万円ていうところが農業委

員会全体での相場というか、特別良い所は高いんだろうけど、その辺わか

りにくかったんでお伺いしただけです。わかりました。 

議    長   はい、あっせん委員さんよろしくお願いします。続きまして、報告第１号

農地法施行規則第３２条第１項１号の規定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   ８ページをお願い申し上げます。報告第１号農地法施行規則第３２条第１

項１号による届出です。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登

記簿が畑、現況は梅畑、面積は６２９㎡です。届出人は、○○○、○○○

○、使用目的及び規模は、農業用倉庫９０㎡、転用面積は１９９、７３㎡

です。農地法施行規則第３２条第１項１号による届出、以上１件報告申し

上げます。 

議    長   ありがとうございます。只今の報告第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。そ

れではその他の案件でございます。８月の県の農業会議に提出をいたしま

した４条３件、５条５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。続きまして地籍調査の結果について、事務局から説明

お願いいたします。 

小倉  係長   本宮町湯川、本宮町久保野の地籍調査結果について報告。 

議    長   はい、只今の報告につきまして、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。         

予定しておりました案件全て終了しましたが、皆さん方から、何かござい

ませんか。 

愛須  局長   農業委員研修会、農地中間管理事業について説明する。 

小倉  係長   農地パトロールの次の日程について説明する。 

松平  主査   農業者年金の加入推進説明と紹介のお願い。   

議    長   はい、農業者年金のほうですけども、実は先月の２８日に年金協会の理事

長がわざわざ田辺まで来られまして、田辺とみなべは後継者が多いし、青

年給付金をもらっている方も多いことから、推進の重点地区に指定して力
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を入れてもらいたいという事でわざわざ来られております。理事長の話に

よりますと、どのアンケートをとりましても、若い方は５０％以上の方が

農業者年金の事を知らないという事なんで、それを何とかして広げていき

たいという事でございます。私も１０年近く農業者年金の推進なり会議な

り出ており、この中にも加入していただいた方々もございますし、推進で

身を結ぶことも難しいと思いますが、損になることではございませんので、

将来２０年、３０年先の保障をもらうという事でございますし、国民年金

だけでは老後の生活も難しいという事で、是非、チラシをもって広報活動

に力を入れていただきたいと思います。つきましては１６日の農業委員研

修会の中で、東京の年金基金から勝俣理事が来て説明してくれるという事

なので、是非話を聞いていただいて広報活動に繋げて頂きたいと思います。

大変厳しい折ではございますけども、若い方々の将来のために、今回の年

金は、運用利回りも悪くはないし、税金の控除もできるという事でござい

ますので、是非とも若い方々に、こういう年金あるで、どうなと広めてい

ただきたいと思っております。以上ですけども他に何かございませんか。  

なければ、本日はこれで終了いたします。長時間に亘りまして慎重にご審

議いただきまして有難うございました。  
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