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田辺市農業委員会議事録 

平成２７年１１月１０日（火）午後２時 大塔総合文化会館 大会議室 

農業委員数３９名 

出席者３６名 

１番 山崎 清弘  ２番 玉置 俊裕              ４番 棒引 昭治 

５番 市橋 宗行  ６番 向日 一義   ７番 前田  登     

         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  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      ３番 桑原  壽   ８番 森  敦孝   ９番 更井 寛司       

           

事務局      局長 愛須 誠  農地係長 岡内 伸午  主査 松平 忠敏 

会議録署名委員  ２番 玉置 俊裕  ３８番 石谷  強     

 

議    長   皆さん、こんにちは。農林水産業まつりも４年連続の雨ということで、今

年は大変な雨の日の開催ということでした。いつもは扇が浜のカッパーク

で開催していましたが、今年はスポーツパークということで、グラウンド

が雨でぬかるんでおり、最後の餅撒きまで雨という状況でした。スタッフ

の方、市職員の方には大変ご苦労様でございました。さて、１０月には日

和が続き、みかんの糖度も上がってきたようだったのですが、またここへ

来て雨も多く、みかんの売れ行きが心配されるところであります。それで

は早速、定例会を始めさせていただきます。 

議    長   それでは最初に、農用地利用集積計画の合意解約の報告がございます。事

務局の説明をお願いします。 

農振課 田上   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５５８㎡です。他１１筆、

合計面積８，７６９㎡です。貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○

○○○、使用貸借の合意解約をした日は、平成２７年１０月１３日です。

２番、○○○字○○○○、地目は田、面積は６８４㎡、貸人は○○○、○

○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の合意解約をした日は、平成

２７年１０月１６日です。以上、報告させていただきます。 

議    長   はい。ありがとうございます。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、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
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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 田上   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２，８４４㎡、他１０筆、合計７，７７０㎡、貸人は○○○、○○○○、

借人は○○○、○○○○、賃貸借の梅、年間５万円、口座払い、期間は平

成２７年１２月１日から平成３３年１１月３０日の新規です。２番、○○

○字○○○○、田の１，３８３㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○

○、○○○○、使用貸借の水稲、期間は平成２７年１２月１日から平成２

８年９月３０日の新規です。３番、○○○字○○○○、畑の２，５２５㎡、

他２筆、合計２，７９６㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○

○○○、使用貸借の梅、期間は平成２７年１２月１日から平成３２年１０

月３１日の新規です。４番、○○○字○○○○、畑の１，６２０㎡、他１

筆、合計２，６６２㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○

○、賃貸借のみかん、年間１０，２００円持参払い、期間は平成２７年１

２月１日から平成３０年１１月３０日の新規です。５番、○○○字○○○

○、田の５０６㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、

使用貸借の水稲、使用貸借の期間は平成２７年１２月１日から平成３７年

１１月３０日の新規です。６番、○○○字○○○○、田の１，５２３㎡、

貸人は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、期

間は平成２７年１２月１日から平成３０年１１月３０日の新規です。７番、

○○○字○○○○、畑の３９０㎡、他２筆、合計２，１７０㎡、貸人は○

○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の野菜、期間は平成

２７年１２月１日から平成２９年１１月３０日の新規です。８番、○○○

字○○○○、畑の３００㎡、貸人は○○○、○○○○、借手は○○○、○

○○○、使用貸借の梅、期間は平成２７年１２月１日から平成４２年１１

月３０日の新規です。９番、○○○字○○○○、田の１，０５７㎡、他１

筆、合計２，０５２㎡、貸人は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○

○、使用貸借の水稲、期間は平成２７年１２月１日から平成３２年１１月

３０日の新規です。１０番、○○○字○○○○、田の３７５㎡、他１筆、

合計６９５㎡、貸人は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使用

貸借の水稲、期間は平成２７年１２月１日から平成３２年１１月３０日の

新規です。１１番、○○○字○○○○、田の４９５㎡、貸人は○○○、○

○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の野菜、期間は平成２７年１

２月１日から平成３１年３月３１日の新規です。１２番、○○○字○○○

○、田の１，００８㎡、貸人は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○

○、使用貸借の野菜、期間は平成２７年１２月１日から平成３７年１１月

３０日の新規です。１３番、○○○字○○○○、畑の８４０㎡、他１筆、

合計１，４４７㎡、貸人は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、

使用貸借の梅、期間は平成２７年１２月１日から平成３７年１１月３０日

の新規です。１４番、○○○字○○○○、畑の１，３６０㎡、他１筆、合

計２，７０９㎡、貸人は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使

用貸借の梅、期間は平成２７年１２月１日から平成３７年１１月３０日の
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新規です。１５番、○○○字○○○○、畑の１２４㎡、他１０筆、合計９，

４９１㎡、貸人は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借

の梅、期間は平成２７年１２月１日から平成３７年１１月３０日の新規で

す。１６番、○○○字○○○○、畑の２，０８６㎡、他２筆、合計２，２

２５㎡、貸人は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の

梅、期間は平成２７年１２月１日から平成３７年１１月３０日の新規です。

１７番、○○○、○○○○、畑の５８８㎡、他３筆、合計３，９１６㎡、

貸人は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間

は平成２７年１２月１日から平成３７年１１月３０日の新規です。１８番、

○○○字○○○○、畑の３，７４８㎡、他２筆、合計５，９２４㎡、貸人

は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、賃貸借の

梅、年間６万円口座払い、期間は平成２７年１２月１日から平成３７年１

１月３０日の新規です。１９番、○○○字○○○○、畑の１，２２３㎡の

内８１９㎡、他２筆、合計２０４５㎡、貸人は○○○、○○○○、借手は

○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平成２７年１２月１日から平成

３７年１１月３０日の新規です。合計１９件、５７筆、５１，１１７㎡、

貸手１８名、借手１１名です。この１９件は農業経営基盤強化促進法第１

８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。ありがとうございます。それでは逐条審議をお願いしますが、３番

に○○○○さんの案件がございますので、３番を除いて逐条審議をお願い

ます。それでは１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番と２番ですが、１番目は合意解約があった物件で、

作っていただける方を探していたところ、○○○○さんが作ってくれると

いうことで問題ありません。２番も特に問題ありません。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。○○○○さんは以前からみかんを作っていますので異議

ございません。 

議    長   はい、５番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、６番。 

○○番 委員   ○○番○○です。貸し手が高齢でもう作れないということです。異議ござ

いません。 

議    長   はい、７番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、８番。 

○○番 委員   ○○番○○です。借り手の方は専業で熱心にやっておられる方です。年数

についても○○○○さんの息子さんが定年退職されるのが１５年後ぐらい

ということで、異議ございません。 

議    長   はい、９番。 

○○番 委員   ○○番○○です。９番、１０番について異議ございません。 

議    長   はい、１１番。 
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○○番 委員   ○○番○○です。借り手は○○○○を退職され、この度、転居してきます。

宅地と家とそれに付随する農地を購入いたしまして、既に家の修理も行っ

ています。異議ございません。 

議    長   はい、１２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、１３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１３番から１６番まで異議ございません。 

議    長   はい、１７番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１７番、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。異議ございません。 

議    長   はい、以上１８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   ○○番○○です。ちょっと質問ですが、今後受け手がなかったら、農業公

社が預かってくれるのですか。 

農振課 田上   それについてですが、今までの分は既に農業公社から借り手さんに貸し出

されています。農業委員会にかけられる議案については借り手さんが決ま

っているもののみ、審議いただいております。今月の議案につきましても、

既に借り手が決まっております。 

○○番 委員   ○○番○○です。はい、わかりました。 

議    長   はい、それでは３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。借り手は新規就農ということで、農地を探していました

が、適当なところがなくて、○○○○さんの土地を提供していただけると

うことで問題ありません。 

議    長   はい、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。以上で利用権設定の議案

は終了しました。どうもありがとうございました。          

議    長   それでは定例委員会に移りたいと思います。本日の欠席委員さんは、３番 

桑原壽委員さん、８番森敦孝委員さん、９番更井寛司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、２番玉置俊裕委員さん、

３８番石谷強委員さん、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号農地の形状変更願に

ついて、議案第６号農地等売渡あっせん申出について、報告第１号農地法

施行規則第３２条第１項第２号による届出、報告第２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。 
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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１６１㎡、他１筆、合計４，０６４㎡、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、現況共に畑、面積は３８９㎡、譲渡人は○

○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買です。３番、土地の所

在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況が畑、面積は７２７㎡、

譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買です。４番、

土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に田、他１筆、合

計１，０６４㎡、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

に田、面積は６３１㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○

○○○、贈与です。６番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、

現況共に畑、面積は２，９５９㎡、他２筆、合計５，８６６㎡、譲渡人は

○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買です。７番、土地の

所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に田、面積は４７６㎡、

他２筆、合計１，６５６㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、

○○○○、売買です。８番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記

簿が田、現況が畑、面積は８１５㎡、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４１０㎡、譲渡人は○○○、○○○○、

譲受人は○○○、○○○○、売買です。１０番、土地の所在は○○○字○

○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は５０㎡、譲渡人は○○○、○

○○○、譲受人は○○○、○○○○、贈与です。１１番、土地の所在は○

○○字○○○○、地目は登記簿が畑、現況が休耕畑、面積は１７７㎡、他

１筆、合計８１７㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○

○○、売買です。以上１１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。

ご審議の程よろしくお願い申しあげます。 

議    長   ありがとうございます。第３条申請の逐条審議をお願いします。それでは

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。異議ございません。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。事務局からの説明のとおり、合計面積が約５千㎡になり

ますので、こちらの方を売買されるそうです。異議ございません。 

議    長   はい、４番 

○○番 委員   ○○番○○です。○○○○さんと○○○○さんは当初交換ということでし

たが、税務署が面積に差があるということで、納得いかないということで、

贈与という形をとっています。税務署がどういう判断をするかはわかりま
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せん。面積に大分差があるわけですが、○○○○さんは他人の田を通らな

ければならず、ここに行けないということでお互い話し合い、納得の上で

の話です。異議ございません。 

議    長   はい、６番。 

○○番 委員   ○○番○○です。新規就農として梅の栽培計画がございます。問題ござい

ません。 

議    長   はい、７番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ありません。 

議    長   はい、８番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ありません。 

議    長   はい、１０番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ありません。 

議    長   はい、１１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ありません。 

議    長   はい、３条申請１０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。それでは、９番。 

○○番 委員   ○○番○○です。売買ということで異議ございません。 

議    長   はい、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４条申請について事務局の説明をお願い申し上げます。 

岡内  係長   ５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２６４㎡、

所有者は○○○、○○○○、使用目的及び規模は共同住宅１棟６戸、２２

９．１１㎡、駐輪場等３４．８９㎡、合計２６４㎡、着工日、工事期間は

許可日より４か月以内、農用地の内外は用途外、隣接同意、水利同意はご

ざいます。この土地は都市計画用途地域内（第一種居住地域）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５１０㎡、所有者は○○○、○○○○、使用目

的及び規模は分譲住宅２棟、１０８．３㎡、道路、駐車場等が４０１．７

㎡、合計５１０㎡です。着工日、工事期間は許可日より１２か月以内、農

用地の内外は平成１４年１０月１１日に除外となっています。隣接同意、

水利同意はございます。この土地は周囲を道路と住宅に囲まれた農地で、

第２種農地です。以上２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、ありがとうございます。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番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１１月６日に○○○○委員さん、局長さん、係長さんの
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４人で現地調査をしてまいりました。先ず１番については申請場所が○○

○○より東へ１００ｍ、現況は畑です。隣接状況は東側、南側、西側が駐

車場、北側がアパートです。○○○○水利組合の同意があります。転用理

由ですが、隣接は宅地と駐車場に囲まれ、農作業もやりづらく、またここ

だけ離れたところにあるため、効率も悪く、この度、アパートを計画し転

用を申請します。転用内容は共同住宅木造２階建て１棟、６室、他は駐輪

場です。排水は合併浄化槽処理で雨水と東側の水路へ流します。問題ない

と思います。２番の申請場所は○○○○より西へ２００ｍ、現況は金柑畑

です。隣接状況は東側が畑、西側が宅地、畑、南側が宅地、道路、北側が

堤防となっています。○○○○水利組合の同意あります。また、畑の持ち

主の同意もあります。転用理由ですが、申請地は相続で取得しましたが、

高齢になり後継者も遠方にあり、農作業が難しくなってきました。この度、

土地の有効利用で分譲住宅にしようと考え申請に至りましたとのことです。

転用内容は木造２階建て住宅２棟、他は駐車場と進入路、切土、盛土は一

部で、周囲はコンクリ擁壁、進入路に側溝を設置します。排水は合併浄化

槽で処理し、雨水と南側の水路へ流します。問題ないと思います。以上で

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。現地調査委員さんの報告のとおりです。意義ございませ

ん。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。現地調査委員さんの報告のとおりです。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２件異議なしとのことでございます。

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。 

岡内  係長   ６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６１９㎡、

貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は

住宅１棟、１４４㎡、駐車場他４７５㎡、合計６１９㎡、着工日、工事期

間は許可日より５か月以内、農用地の内外は平成２７年６月１７日に除外

となっています。隣接同意、水利同意はございます。使用貸借３５年間の

設定です。この土地は周囲を道路と住宅に囲まれた農地で、第２種農地で

す。２番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況が休

耕畑、面積は３８７㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○

○○○、使用目的及び規模は分譲住宅２棟１３０㎡、道路等２５７㎡、合

計３８７㎡、着工日、工事期間は許可日より６か月以内、農用地の内外は

平成１０年９月３０日に除外となっています。隣接同意、水利同意はござ

います。この土地は周囲を道路と住宅に囲まれた農地で、第２種農地です。

３番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況が休耕畑、
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面積は２８㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、

使用目的及び規模は道路２８㎡、着工日、工事期間は許可日より６か月以

内、農用地の内外は平成２６年１０月２４日に除外となっています。隣接

同意、水利同意はございます。この土地は周囲を道路と住宅に囲まれた農

地で、第２種農地です。４番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登

記簿、現況共に田、面積は４７２㎡、他１筆、合計６７７㎡、合計１，１

４９㎡、賃貸人は○○○、○○○○、賃借人は○○○、○○○○、使用目

的及び規模は太陽光発電施設１，１４９㎡、着工日、工事期間は許可日よ

り１２か月以内、農用地の内外は平成２６年６月１３日に除外となってい

ます。隣接同意、水利同意はございます。賃貸借２０年間の設定です。こ

の土地は過疎化の山村地域にある小集落の農地で、第２種農地です。５番、

土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況が畑、面積は７

１７㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用目的及

び規模は住宅１棟１５２㎡、庭園、進入路５６５㎡、合計７１７㎡、着工

日、工事期間は許可日より７か月以内、農用地の内外は当初抜、隣接同意、

水利同意はございます。期間の定めのない使用貸借です。この土地は市街

地化の傾向が著しい区域内にある農地で、第３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は該当していないと判断します。ご審議の程よろし

くお願い申し上げます。          

議    長   はい、ありがとうございます。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番。 

○○番 委員   ○○番○○です。申請場所は○○○○の前５０ｍ、現況は梅畑です。隣接

状況は東側が畑、西側が宅地、南側が水路と宅地、北側が宅地と畑で東側

と北側は○○○○さんの同意と、また、○○○○水利組合の同意もありま

す。転用理由ですが、申請地は借人の義理の姉の母親が所有する土地です。

高齢になり、家族の介護もしながら耕作を続けるのが無理になったとのこ

とで、この度、貸人からの強い勧めもありこの土地を借り受けて住宅を新

築することになりました。３５年間の使用貸借契約です。転用内容は木造

平屋建て住宅１棟、他は駐車場、庭、切土、盛土は無しで整地します。排

水は合併浄化槽で処理、雨水と西側の進入路の側溝へ流します。問題はな

いと思います。２番の申請場所は○○○○の手前２００ｍ、現況は休耕畑

です。隣接状況は東側は雑種地、西側が田、南側が宅地、北側が農道と田

です。西側、北側の所有者の同意もあり、○○○○水利組合の同意もあり

ます。転用理由は新設の雑種地と合わせ休耕畑となっている当該地の有効

利用を考えていたところ、分譲住宅の申し出を受け今回の申請に至りまし

た。転用内容は木造２階建て住宅２棟、他は駐車場、進入路、一部盛土、

北側と西側にコンクリート擁壁、進入路に側溝を設置します。排水は合併

浄化槽で処理、雨水と進入路の側溝へ流します。問題はないと思います。

３番は○○○○前２００ｍで現況は休耕田です。隣接状況は東側が里道と

宅地、西側は田、南側は田、北側は宅地です。南側の所有者の同意もあり、

○○○○水利組合の同意もあります。転用理由ですが、申請地は農地への
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進入路と車置場として利用してきましたが、受け人より今回隣接で計画し

ている住宅地への進入路として譲ってほしいという申し入れがあり、本申

請に至りました。転用内容は進入路２８㎡、延長約１０ｍ、側溝を設置し

ます。雨水は進入路の側溝へ流します。問題はないと思います。４番の申

請場所は○○○○から西へ１００ｍ、現況は田です。隣接状況は東側が道

路、西側が田、南側は宅地、北側は田で同意もあります。また、○○○○

の同意もあります。転用理由は貸人は高齢で後継者もなく、農業の縮小を

考えていたところ、借人から太陽光発電施設の申し出を受け、土地を有効

利用しようと思い本申請にいたしました。２０年間の賃貸借契約です。転

用内容は太陽光パネル３１０枚、雨水は自然浸透となっています。問題は

ないと思います。５番の申請場所は○○○○から西へ２００ｍ、現況は梅

畑、隣接状況は東側が宅地、西側が田、南側が市道、北側が水路、西側の

所有者の同意もあり、○○○○水利組合の同意もあります。転用理由は梅

を植栽しましたが価格も低迷しており、持病の腰痛もあり農業も難しくな

ってきました。この度、娘夫婦が住宅を新築することになり、学校にも近

く環境も良いので申請地を住宅用地で貸すことになり転用を申請します。

転用内容は木造平屋建て１棟、他は駐車場、庭、進入路、盛土は無しで整

地します。排水は合併浄化槽で処理、既設の暗渠排水へ流します。問題は

ないと思います。以上です。 

議    長   はい、ありがとうございました。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、２番、３番については問題ありません。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。隣接の同意もあり、また、水利同意もあります。異議ご

ざいません。 

議    長   はい、５番。 

○○番 委員   ○○番○○です。現地調査委員さんの説明のとおりです。異議ございませ

ん。 

議    長   はい、以上で５件の５条申請について異議なしということですが、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

願いします。 

岡内  係長   ９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、現況が宅地、面積は３０７㎡、申請人は○○○、○○○○、備考で

す。昭和９年に父親の○○○○が相続した土地で、昭和３４年頃に住宅を

建築し、さらに昭和４０年頃に物置を建築した。その後、昭和６０年に○

○○○が贈与を受け現在まで利用してきた。住宅部分が取り壊されたがま

だ物置が建っており、取り壊し跡地に住宅の再築工事を行う予定です。父

親が当時、転用許可がいることを知らず、建築してしまいました。今後は
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法令を遵守すること誓約します。以上１件、ご審議の程よろしくお願いし

ます。 

議    長   はい、ありがとうございます。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番。          

○○番 委員   ○○番○○です。申請場所は○○○○の西１００ｍでみかん畑の中腹にあ

ります。家は壊されていまして、更地の状態でありました。添付された写

真等また更地の状況を見る限りでは築５０年という歴史を感じる古さの家

でございました。隣接の同意や地元の農業委員さんの証明もございますの

で非農地と判断してもよいと思います。 

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します。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。現調の委員さんの報告のとおりであります。異議ござい

ません。 

議    長   ありがとうございます。議案第４号農地法第２条の規程による農地でない

旨の証明願１件について、異議なしとのことでございますが、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、そのようにさせていただきます。続きまして、議案第５号農地

の形状変更願について、事務局からの説明をお願いします。 

岡内  係長   ９ページをお願いします。議案第５号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、現況共に田、面積は１，０６

１㎡の内、４９２㎡、申請人は○○○、○○○○、変更理由は盛土して野

菜畑に変更したいです。着工日、工事期間は許可日より１年以内、隣接同

意、水利同意はございます。２番、土地の所在は○○○字○○○○、地目

は登記簿、現況共に田、面積は５６０㎡、申請人は○○○、○○○○、変

更理由は盛土して、梅畑に変更したいです。着工日、工事期間は許可日よ

り１年以内、隣接同意、水利同意はございます。３番、土地の所在は○○

○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は８，３０４㎡の内１，

０００㎡、申請人は○○○、○○○○、変更理由は盛土して、梅畑に変更

したいです。着工日、工事期間は許可日より１年以内です。隣接同意はご

ざいます。水利同意は不要です。４番、土地の所在は○○○字○○○○、

地目は登記簿、現況共に畑、面積は１，５７４㎡、申請人は○○○、○○

○○、変更理由は盛土して、梅畑に変更したいです。着工日、工事期間は

許可日より２か月以内、隣接同意、水利同意はございます。５番、土地の

所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は１８７㎡、

申請人は○○○、○○○○、変更理由は盛土して、野菜畑に変更したいで

す。着工日、工事期間は許可日より１か月以内、隣接同意、水利同意はご

ざいます。以上５件、ご審議の程よろしくお願いします。 

議    長   はい、ありがとうございます。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番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番の件につきましては、先程の５条申請の隣接地でご

ざいまして、○○○○の手前２００ｍの水田です。東側は雑種地と宅地、

西側は田、南側は宅地、北側は田となっていました。進入路の高さ９５ｃ
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ｍの盛土という計画です。雨水は自然浸透です。隣接の同意、水利組合の

同意もあり、問題はないと思います。２番は○○○○より北へ２００ｍで

現況は水田です。東側は水路と農道、西側は○○○○、南側は畑、北側は

田で水はけが悪そうな状況でした。四方から５０ｃｍ引きに○○○○の敷

地までの高さ１ｍを盛土するということです。雨水については自然浸透で

東側のＵ字溝へ流すということです。隣接の同意、水利組合の同意もあり、

問題はないと思います。３番は○○○○で、東側は宅地と県道、西側は梅

畑、南側は梅畑と宅地、北側は畑と雑種地で、現在、重機を搬入するため、

北側からスロープ状に土砂で道を造っている状態です。その北側に２ｍ５

０ｃｍ、倉庫側には１ｍ２５ｃｍ、宅地側から１ｍ引きの１ｍ２５ｃｍの

盛土をするということです。雨水は自然浸透、隣接の同意もいただいてお

ります。水利組合はございません。問題はないと思います。４番について

は○○○○の北２００ｍで現況は梅畑です。東側が市道、西側が宅地と梅

畑、南側が農道と宅地、北側が市道と梅畑です。盛土は市道から約３５ｃ

ｍから８０ｃｍ、各境界から５０ｃｍ引きかつ法面で上げる計画です。東

側の市道から進入路を設置する計画で市土木課と協議済みとなっています。

雨水は自然浸透、北側に３０ｃｍの用水があり、そちらの方に流すという

ことになっています。隣接の同意、水利の同意もあり、問題はないと思い

ます。５番は○○○○から北へ２００ｍで現況は野菜畑です。市道よりも

若干低い、水はけの悪い土地でございました。ここに深いところで７０ｃ

ｍ、浅いところで３０ｃｍの盛土をするということであります。雨水は自

然浸透、市道側に３０ｃｍの用水路もございまして、こちらの方へ流すと

いうことです。現在、この市道で水道工事が行われており、配管の埋設工

事の廃土をここに搬入しておりましたが、作り土とはとても思えない土砂

でございますので、事前着工とは判断できないというふうに思います。隣

接の同意、水利組合の同意もございますので、問題はないと思います。以

上です。 

議    長   はい、ありがとうございました。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、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。２番、３番について現地調査委員さんの報告のとおりで

す。異議ございません。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。現地調査委員さんの報告のとおりです。異議ございませ

ん。 

議    長   はい、５番。 

○○番 委員   ○○番○○です。現地調査委員さんの報告のとおりです。異議ございませ

ん。 

議    長   ありがとうございます。議案第５号農地の形状変更願５件について、異議

なしとのことでございますが、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   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号農地

等売渡あっせん申出については、取り下げということです。続きまして、

報告第１号農地法施行規則第３２条第１項第１号による届出について、事

務局の説明をお願いします。 

松平  主査   １２ページをお願いします。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５８４㎡、届出人は○○○、○○○○、使用目的

及び規模は農業用倉庫６３㎡、転用面積は８５㎡です。以上、１件、ご報

告申し上げます。 

議    長   報告第１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１号、報告とさせていただきます。そ

れでは続きまして、報告第２号農地使用貸借契約の合意解約通知について、

事務局のご説明をお願い申し上げます。 

松平  主査   １３ページをお願い申し上げます。報告第２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

共に畑です。面積は２６４㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、

○○○○、使用貸借の合意解約をした日は農地法第４条申請の許可日です。

理由は共同住宅建設のためです。以上１件報告申し上げます。 

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。そ

れではその他の案件です。１０月の県農業会議提出案件の４条１件、５条

４件について無事答申されましたことご報告申し上げます。これで予定し

ておりました案件は全て終了しましたが、皆さんから何かございませんか。 

（なしの声あり。） 

議    長   なければ事務局から報告があります。 

愛須  局長   農業振興地域の除外関係の現状報告あり。 

岡内  係長   忘年会についての説明あり。 

議    長   他に何かございませんか。 

（なしの声あり。） 

議    長   ないようでございましたら、長時間に亘りまして慎重にご審議いただきま

してありがとうございました。本日はこれで終了いたします。どうもあり

がとうございました。 

 

午後３時２９分終了 


