
 

 

 

 

平成２７年８月１０日開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議   事   録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田辺市農業委員会 

 

 

 

 

 

 



1 

 

田辺市農業委員会議事録 

平成２７年８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３５名 

１番 山崎 清弘  ２番 玉置 俊裕   ３番 桑原  壽   ４番 棒引 昭治       

          ６番 向日 一義   ７番 前田  登   ８番 森  敦孝 

         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            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   

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       ５番 市橋 宗行   ９番 更井 寛司  １８番 坂本 一馬 

２８番 上中 悠司      

          

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  ３２番長嶝 博司  ３５番 矢敷 勇氣男    

 

議    長   皆さん、こんにちは。大変暑い夏が続いておりますけど、熱中症には気を

つけていただきたいところです。比較的、皆さんの顔色もよさそうですが。

私も会長になって１年、大変、皆さんにお世話になりながら 1 年が過ぎま

した。ありがとうございます。早速、審議の程、よろしくお願いします。

なお、議案終了後に農業振興課から今年度の事業説明がありますので、少

し待っていただきたいと思います。 

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２，８４４㎡、他８筆、

合計６，２１２㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、

使用貸借の合意解約をした日は、平成２７年７月２３日です。２番、○○

○字○○○○、地目は畑、面積は８９０㎡、他１筆、合計１，０８９㎡、

貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の合意解約

をした日は、平成２７年７月２３日です。３番、○○○字○○○○、地目

は畑、面積は９０６㎡、他４筆、合計２，９４９㎡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７月２４日です。４番、○○○字○○○○、地目は畑、面積は２

３１㎡、他３筆、合計１，６９７㎡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７月３

０日です。以上、報告させていただきます。 
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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

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１，５３０㎡、他４筆、合計３，４３１㎡、貸人は○○○、○○○○、

借人は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平成２７年９月１日から

平成３２年８月３１日の新規です。２番、○○○字○○○○、畑の１，８

６０㎡、他１筆、合計１，９２０㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○

○○、○○○○、賃貸借の梅、年間１万円、口座払い、期間は平成２７年

９月１日から平成３３年８月３１日の新規です。３番、○○○字○○○○、

畑の１，２９７㎡、他２筆、合計２，１８３㎡、貸人は○○○、○○○○、

借人は○○○、○○○○、賃貸借の梅、年間１５，０００円、口座払い、

期間は平成２７年９月１日から平成３３年８月３１日の新規です。４番、

○○○字○○○○、畑の４１０㎡、他２筆、合計２，７２６㎡、貸人は○

○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、賃貸借の梅、年間２万円、持

参払い、期間は平成２７年９月１日から平成３０年８月３１日の更新です。

５番、○○○字○○○○、畑の１３，７３１㎡の内４，５３０㎡、貸人は

○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、賃貸借の梅、年間４５，０

００円、口座払い、期間は平成２７年９月１日から平成３３年８月３１日

の新規です。６番、○○○字○○○○、畑の１，１６７㎡、他１筆、合計

１，６２６㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、賃貸

借の梅、年間３万円、口座払い、期間は平成２７年９月１日から平成３３

年７月３１日の新規です。７番、○○○字○○○○、田の８９２㎡、他５

筆、合計２，５７３㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○

○、賃貸借の水稲、年間２万円、持参払い、期間は平成２７年９月１日か

ら平成２８年３月３１日の新規です。８番、○○○字○○○○、畑の６４

４㎡、他３筆、合計１，６９７㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○

○、○○○○、賃貸借のナタ豆、年間６，０００円、持参払い、期間は平

成２７年９月１日から平成２８年３月３１日の新規です。９番、○○○字

○○○○、畑の１，１４７㎡、他３筆、合計２，７５６㎡、貸人は○○○、

○○○○、借人は○○○、○○○○、賃貸借のナタ豆、年間１万円、持参

払い、期間は平成２７年９月１日から平成２８年３月３１日の新規です。

１０番、○○○字○○○○、畑の３，０４６㎡、貸人は○○○、○○○○、

借人は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平成２７年９月１日から

平成３７年８月３１日の新規です。１１番、○○○字○○○○、田の１，

５２３㎡の内１，４００㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○

○○○、使用貸借の水稲、期間は平成２７年９月１日から平成４２年８月

３１日の新規です。１２番、○○○字○○○○、畑の４００㎡、他１筆、
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合計３，３４５㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、

使用貸借の梅、期間は平成２７年９月１日から平成３７年８月３１日の新

規です。合計１２件、３４筆、３１，２３３㎡、貸手１２名、借手９名で

す。この１２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。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。○○○○さんはお孫さんが農業をするということで、異

議ございません。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。問題ないと思います。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。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。異議ございません。 

議    長   はい、７番。 

○○番 委員   ○○番○○です。近くに○○○○さんがございまして、無農薬、有機での

水稲をするということで異議ございません。 

議    長   はい、８番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。ここも○○○○さんの隣接地にあり、

預かってナタ豆を栽培するということで異議ございません。８番も預かっ

てナタ豆を栽培するということで異議ございません。９番については○○

○○さんも当分の間、農業をされていなかった中で、草を刈る程度であり

ましたが、○○○○さんの方で耕作してくれるということで喜んでいます。

異議ございません。 

議    長   はい、１０番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、１１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。○○○○さんですが、知人に手伝ってもらって水稲を作

っていましたが、体もきつくなってきたということで、○○○○にお貸し

するということです。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、以上１２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。続きまして、追加議案が

ございます。上程させてもらってよろしいでしょうか。 

         （はいの声あり。） 
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議    長   それでは追加議案について、事務局の説明をお願い申し上げます。 

農振課 田上   １番、○○○字○○○○、畑の１，０３８㎡、他１筆、合計２，０５３㎡、

貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間

は平成２７年９月１日から平成２９年８月３１日の新規です。２番、○○

○字○○○○、畑の１，８９５㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○

○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平成２７年９月１日から平成２９年

８月３１日の新規です。合計２件、３筆、３，９４８㎡、貸手２名、借手

１名です。この２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。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。１番、２番について異議ございません。 

議    長   はい、以上２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。本日の欠席委員さんは、５番 市橋宗行委員さん、９

番 更井寛司委員さん、１８番 坂本一馬委員さん、２８番 上中悠司委

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、３２

番 長嶝博司委員さん、３５番矢敷勇氣男委員さん、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、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１，１３１㎡、他７筆、合計６，０１０㎡、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２８６㎡、他１５筆、

合計２９，６６３㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○

○○、使用貸借１１年間設定の経営移譲です。３番、土地の所在は○○○

字○○○○、地目は登記簿、現況共に田、面積は７２０㎡、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、面積は１，２３９㎡、

他１筆、合計２，７６４㎡、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９８７㎡、他２筆、合計３，３０４㎡、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４３６㎡、

譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買です。７番、



5 

 

土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は１，

３３１㎡、他２筆、合計４，１７３㎡、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、現況共に畑、面積は３２９㎡、他１筆、合計１，０５０㎡、

譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、あっせんによる

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２２㎡、他１１筆、合計１，７１５㎡、譲渡人は○○○、○

○○○、譲受人は○○○、○○○○、贈与です。１０番、土地の所在は○

○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は２５㎡、譲渡人は○

○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、贈与です。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。これは親子間の贈与でございますので異議ございません。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。これも親子での経営移譲ということで異議ございません。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。○○○○さんが田をよう作らないということで、○○○

○さんは親戚であります。娘夫婦が帰ってきて農業をしていますので異議

ございません。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。４番、５番とも親子関係です。異議ございません。 

議    長   はい、６番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、７番。 

○○番 委員   ○○番○○です。７番、８番とも異議ございません。 

議    長   はい、９番。 

○○番 委員   ○○番○○です。兄弟での贈与です。異議ございません。 

議    長   はい、１０番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、議案第１号農地法第３条申請１０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。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４１４㎡、

所有者は○○○、○○○○、使用目的及び規模は太陽光発電施設で５１４

㎡、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２
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７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。

この土地は周囲を山林と住宅地に囲まれた農地で、第２種農地です。２番、

土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況が畑、面積は１，

４５１㎡の内７４１㎡です。所有者は○○○、○○○○、使用目的及び規

模は太陽光発電施設で７４１㎡、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、隣接同意はございます。水利同意は不要で

す。この土地は都市計画用途地域内（第一種中高層住宅専用地域）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

は登記簿が畑、現況が休耕、面積は３７９㎡の内１５㎡、他１筆、合計１

４３㎡です。所有者は○○○、○○○○、使用目的及び規模は太陽光発電

施設で１４３㎡、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○○○が当初抜き、○○○が平成１３年１０月２６日に除外となっ

ています。隣接同意は不要です。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○○○○、地目は登記簿が畑、現況が休耕、面積は１５㎡、所有者

は○○○、○○○○、使用目的及び規模は駐車場で１５㎡、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、隣接同意・水利

同意は不要です。始末書があります。当該農地の原形面積は４１６㎡であ

ったが、○○○号線の整備工事施工に伴い、面積のほとんどを道路用地と

して提供した。残りの１５㎡の土地については、工事を行うための大型建

設機械及び大型ダンプカーの通行により、原形に復することは到底不可能

な状況にあったため、今日まで放置していた。この度、隣接する土地の売

買契約を締結することができたので合わせて駐車場として活用するため申

請するものです。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。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。８月７日（金）に事務局から２名、○○○○委員と私の

合計４名で現地調査を行いました。４条申請４件について説明させていた

だきます。１番については○○○の南１００ｍに位置する梅畑です。隣接

は東側、西側、北側は山林です。南側は本人所有の畑となっています。太

陽光発電施設の設置により、近隣地への影響も少ないものと考えられます。

なお、雨水については自然浸透となっており、かつ地元水利組合の同意も

得ており、問題なしと判断いたしました。２番については○○○交差点よ

り西へ１００ｍに位置する梅畑です。隣接については東側と北側は雑種地

となっており、北側は既に太陽光発電に転用されています。西側は市道、

南側は休耕地となっています。梅畑の一部を転用して太陽光発電施設を設

置するものであり、雨水等の排水についても既設水路へ排出する等、配慮

されており、かつ南側の休耕地の持主の同意も得られていることに鑑み、

問題なしと判断いたしました。３番については○○○より北へ１００ｍに
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位置する休耕畑です。隣接地は宅地、畑となっており、すべて本人の所有

物です。地元水利組合の同意も得られており、何ら懸念する点はありませ

ん。４番については○○○に位置する休耕地で、いわゆる○○○の残地で

す。東側、南側は排水路、西側は雑種地、北側は宅地に隣接しております。

近隣土地への影響は少ないものと考えます。よって問題点はありません。

以上４件を報告させていただきます。 

議    長   ありがとうございます。第４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。現地調査委員の報告のとおり、問題ありません。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。現地調査委員のとおりでございます。異議ございません。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。○○○○さんは農業をしながら、サラリーマンもやって

いるそうです。異議ございません。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。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４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   ７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５０５㎡、

賃貸人は○○○、○○○○、賃借人は○○○、○○○○、使用目的及び規

模は○○○○店舗１棟、２０６．６２㎡、他駐車場２０台が１２９７．３

８㎡、合計１，５０４㎡、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。賃貸借２０年間の設定です。この土地は周囲を道路

と住宅地に囲まれた農地で、第２種農地です。２番、土地の所在は○○○

字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は９９９㎡、賃貸人は○○

○、○○○○、賃借人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は○○○○

店舗１棟、２０６．６２㎡、他駐車場２０台が１２９７．３８㎡、合計１，

５０４㎡、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。賃貸借２０年間の設定です。この土地は周囲を道路と住宅地に囲ま

れた農地で、第２種農地です。３番、土地の所在は○○○字○○○○、地

目は登記簿が畑、現況が休耕、面積は８７１㎡、譲渡人は○○○、○○○

○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は賃貸住宅木造２階、

２９４．５３㎡、駐車場・通路等が５７６．４７㎡、合計８７１㎡、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（第一種住居地域）

にありますので、第３種農地です。４番、土地の所在は○○○字○○○○、
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地目は登記簿が畑、現況が休耕、面積は４４３㎡、貸人は○○○、○○○

○、借人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は住宅１棟が１８７．８

８㎡、駐車場及び庭が２５５．１２㎡、合計４４３㎡、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３０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。

５番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積

は３５２㎡、賃貸人は○○○、○○○○、賃借人は○○○、○○○○、使

用目的及び規模は資材置場で３５２㎡、着工日、工事期間は許可日より１

か月以内、農用地の内外は用途外、隣接同意は不要です。水利同意はござ

います。使用貸借１０年間の設定です。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。６番、土地の所在は○

○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況が休耕、面積は１４９㎡、他１

筆、合計４５３㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、

使用目的及び規模は住宅１棟で７９．６４㎡、庭園、駐車場が３７３．３

６㎡、合計４５３㎡です。着工日、工事期間は許可日より１年以内、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。隣接同意は不要

です。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

は周囲を川と道路と住宅に囲まれた農地で、第２種農地です。７番、土地

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が畑、現況が休耕、面積は４０

０㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用目的及び

規模は住宅が１００．９㎡、庭園、駐車場が２９９．１㎡、合計４００㎡、

着工日、工事期間は許可日より１年以内、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。隣接同意はございます。水利同意は不要で

す。期間の定めのない使用貸借です。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。８番、土地の所在は○○○字○○○○、地

目は登記簿、現況共に畑、面積は４５６㎡、他１筆、合計９０５㎡、賃貸

人は○○○、○○○○、賃借人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は

太陽光発電施設が９０５㎡、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。賃貸借３０年間の設定です。この土地は周囲を道

路と住宅で囲まれた小集落の農地で、第２種農地です。９番、土地の所在

は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況が畑、面積は３９４㎡、貸

人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は住

宅１棟が１４９㎡、庭園、駐車場が２４５㎡、合計３９４㎡、着工日、工

事期間は許可日より６か月以内、農用地の内外は当初抜き、隣接同意、水

利同意はございます。使用貸借２０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小集落の農地で、第２種農地です。１０番、土地の所

在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は７５１㎡、他

２筆、合計１，５９７㎡、賃貸人は○○○、○○○○、賃借人は○○○、

○○○○、使用目的及び規模は太陽光発電施設１，５９７㎡、着工日、工

事期間は許可日より１年以内、農用地の内外は平成２７年６月１７日に除
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外となっています。隣接同意はございます。水利同意は不要です。賃貸借

２０年間の設定です。この土地は周囲を山林と畑に囲まれた農地で、第２

種農地です。１１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、

現況が畑、面積は６１３㎡、賃貸人は○○○、○○○○、賃借人は○○○、

○○○○、使用目的及び規模は○○○が６１３㎡、着工日、工事期間は許

可日より１年以内、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・水利同意は不要です。賃貸借１０年間の設定です。こ

の土地は周囲を道路と水路に囲まれた農地で、第２種農地です。１２番、

土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況が休耕、面積は

５０㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目

的及び規模は駐車場が５０㎡、着工日、工事期間は許可日より３か月以内、

農用地の内外は用途外、隣接同意、水利同意は共に不要でございます。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。１３

番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に田、面積は

１７８㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用

目的及び規模は住宅１棟が７７㎡、庭園、法面が１０１㎡、合計１７８㎡、

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。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。以上１

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。１番、２番については○○○の西２００ｍに位置する県

道に面した梅畑です。この梅畑２件は互いに隣接しています。東側は市道、

西側は宅地、南側は畑、北側は県道に接しています。南側に接する畑の持

ち主の同意も得られており、また、地元水利組合の同意も得ております。

雑排水、雨水等の排水についても適切に処理する旨、計画されており、店

舗建設による近隣土地への影響も少ないものと考え、懸念なきものと判断

いたします。３番については○○○の南１００ｍに位置する休耕畑です。

東側は田、西側は市道と水路、南側は畑、北側は田となっています。隣接

する農地の所有者および地元水利組合の同意も得られており、生活排水、

雨水の処理についても適切に行うよう計画されており、懸念なきものと判

断いたしました。４番については○○○の東隣に位置する休耕畑です。貸

人と借人は親子です。東側、西側、北側の畑はすべて貸人の所有地であり、

南側は○○○と接しています。雨水、生活排水についても適切に処理する

ようになっています。住宅建築には何ら懸念すべき点はありません。５番

については○○○より北へ１００ｍに位置する畑です。東側と南側は駐車

場、西側は宅地、北側は市道に隣接しています。地元水利組合の同意もあ

り、かつ、この転用によって近隣土地への影響も少ないものと考察し、問

題なしと判断いたしました。６番については○○○から北へ３０ｍに位置
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する梅畑です。貸人と借人は親子です。東側は河川、西側は市道、南側は

貸人の所有する畑と宅地、北側は水路となっています。地元水利組合の同

意もあり、かつ、雨水、生活排水も適切に処理する旨、記載されており、

転用に係る詳細はなきものと判断いたしました。以上です。 

○○番 委員   ○○番○○です。７番については○○○の裏手、現況は休耕地です。隣接

状況は東側、西側は田で持ち主の同意もございます。南側は貸人の畑、北

側は道路と田で持ち主の同意もあります。転用理由は貸人と借人は親子関

係で、申請地は父親の土地で実家にも近いため、この度、これを借り受け

て住宅を新築することになり転用申請したということです。転用内容は木

造２階建て住宅１棟１００㎡、他は駐車場、庭、盛土、切り土なし、現状

で整地ということです。排水等は合併浄化槽で処理し雨水と共に北側の道

路側溝へ流すということで、問題はないと思います。８番については○○

○の北１００ｍの梅畑で、隣接状況は東側が水路と市道、西側、南側、北

側は田で持ち主の同意がございます。転用理由は梅だけでは農業経営が苦

しい情勢なので、申請地は日当たりも良く太陽光発電施設を設置したいと

いうことで申請しております。親子間での土地の貸し借りで、３０年間と

いうことです。転用内容は太陽光パネル３８６枚、９４Ｋｗ発電、切土、

盛土はなしということです。雨水は自然浸透および西側の既設の水路に流

すということです。隣接の同意もありますし問題はないと思います。９番

については○○○より北へ１００ｍの梅畑です。隣接状況は東側が市道と

畑で持ち主の同意もございます。西側、南側が貸人の畑、北側が宅地とい

うことでございました。地元水利組合の同意もございます。転用理由はこ

の度、住宅を新築するに当たり○○○○の所有する当該地の一部を分筆し

てこれを借り受けて、住宅に転用するということです。転用内容は木造平

屋建て住宅１棟１４９㎡、他は駐車場、庭、盛土は約５０ｃｍ、市道沿い

に排水路を設置するということです。排水等については合併浄化槽で処理、

雨水と一緒に前側の道路沿いの排水路へ流すということです。これについ

ても問題はないと思います。１０番については○○○より南へ８００ｍの

休耕地です。隣接状況は東側は畑と山林で持ち主の同意もあります。西側

は農道と畑で同意がございます。南側も農道と畑で同意もあります。北側

は畑で同意もあります。転用理由は申請地は耕作ができず、休耕地となっ

ています。これからも農地として利用する予定がなく、収入を補うため太

陽光発電へ転用するということです。転用内容は太陽光パネル２０２枚、

４５ｋｗ発電、切土、盛土はなしで雨水は自然浸透です。問題はないと思

います。農道をずっと上ったところに既に太陽光パネルを設置した箇所も

ございました。１１番については○○○より西へ２００ｍの休耕畑です。

隣接状況は東側、西側、南側が水路、北側が水路です。転用理由は申請地

の前にある○○○がこの土地を借り受けて駐車場として転用を申請してお

ります。転用内容は盛土２０ｃｍ、コンクリート舗装するということです。

雨水は後ろ側の水路へ流すということで問題はないと思います。１２番に

ついては○○○手前１００ｍの休耕地です。隣接状況は東側が雑種地、西

側が市道、南側が排水路、北側が宅地です。転用理由は○○○に伴い、ほ



11 

 

とんど道路用地として提供した残地であります。ダンプカーの通行により

元の農地に戻すのは不可能ということで放置していたものです。この度、

この土地も譲り受け、自宅前の駐車場として利用したいというものです。

転用内容については駐車場３台分、整地して砕石を敷きたいということで

す。雨水は東側と南側の水路へ流すということです。問題はないと思いま

す。１３番については○○○より西へ１００ｍの田です。隣接状況は東側

が里道と田で渡し人の所有地です。西側が里道と市道、南側が市道、北側

が畑で持ち主の同意もございます。水利組合の同意もございます。転用理

由は譲渡人と譲受人は親子で、両親も高齢になり母親は介護が必要です。

この度、親の住宅に隣接する当該地を譲り受けて住宅を新築したいという

ことで転用を申し出ております。転用内容は木造平屋建て住宅１棟７７㎡、

他は庭、作り土１５ｃｍ取り除き、盛土を３０ｃｍ、北側と西側にＵ字溝

を設置するということです。排水は合併浄化槽処理、雨水とＵ字溝から市

道の側溝へ流すということ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。１番と２番ですが、現地調査委員の報告のとおり、問題

ありません。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。隣接同意、水利同意もございます。異議ございません。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。５番は以前に申請のあった○○○の

隣接のところです。異議ございません。６番についても異議ございません。 

議    長   はい、７番。 

○○番 委員   ○○番○○です。農業後継者の息子の住宅で、○○○まで通って農業して

います。異議ございません。 

議    長   はい、８番。 

○○番 委員   ○○番○○です。親子関係で経営移譲されております。異議ございません。

９番についても異議ございません。 

議    長   はい、１０番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、１１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、１２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、１３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、以上で１３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
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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   １２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

簿が田、現況が宅地、面積は２５４㎡、申請人は○○○、○○○○、備考

ですが、申請地には昭和４１年４月１５日に建て替えられた建物が１棟あ

ります。隣接地には住宅があり、これの裏庭として長らく利用されてきま

した。固定資産税も宅地となっています。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○○○で現況は宅地となっています。隣接、

周囲の状況は東側、北側、南側は宅地、西側は畑です。非農地となった経

緯、理由は申請地は昭和４１年に建物が建てられ、隣接の住宅と併せてこ

れまで住宅用地、庭として長年利用され固定資産税も宅地となっています。

所有者も県外におり、農地としての利用はありません。近隣者と地元農業

委員の証明もあり、問題ありません。 

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、報告第１号農地

等売渡あっせん成立について、事務局からの説明をお願いします。 

岡内  係長   １３ページをお願い申し上げます。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６４９㎡、売渡人は○○○、○○○○、買受人は○○○、○○○○、

成立日、価格は平成２７年７月７日、５０万円、あっせん委員は○○○○

委員、○○○○委員、○○○○委員の３人でした。以上１件、ご報告申し

上げます。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、このあっせんにつきましての顛

末について、代表委員の方、よろしくお願いします。 

○○番 委員   ○○番○○です。隣の方に買っていただきました。希望は７０万円でした

が５０万円で成立しました。以上です。 

議    長   はい、ありがとうございました。どうもご苦労様でした。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、農地等売渡あっせん成立の報告とさせていた

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、事務局からの説明をお願いします。 
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松平  主査   １４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、現況共に畑、面積は５２２㎡、他１筆、合計６１１㎡、届出人は○○

○、○○○○、使用目的及び規模は農道で延長が１０ｍ、幅員が２ｍ、転

用面積は３０㎡です。以上農地法施行規則第３２条第１項第１号による届

出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。続

きまして、追加議案第１号農地等売渡あっせん申出について上程させても

らってよろしいでしょうか。 

   （はいの声あり） 

議    長   それでは、農地等売渡あっせん申出について、事務局の説明をお願いしま

す。 

岡内  係長   議案第１号農地等売渡あっせん申出について、１番、土地の所在は○○○

字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は４，４８４㎡、他に１筆、

合計面積５，０４７㎡です。作物は梅とみかんで１０アール当たり収穫量

は合計２，０００ｋｇ、希望価格は合計４００万円です。所有者は○○○、

○○○○です。農地等売渡あっせん申出、以上１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。息子さんの務めの関係上、農業がしんどくなってきたと

いうことで、誰かに譲りたいということです。場所については、○○○に

ありまして、○○○から９００ｍぐらいのところで、梅が半分、みかんが

半分で、みかんは温州みかん等で、梅については南高梅で、樹齢は両方と

も３５年と言われていましたが、手入れが良く、梅も改植されて見た感じ

は若いなという印象です。斜面で段々畑となっていて、日当たりも良く、

モノラックもあり、○○○○のスプリンクラーもあります。以上です。 

議    長   はい、ありがとうございます。議案第１号の１件につきまして、あっせん   

することにご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、地元の○○○○委員さんと○○○○委員さん、○○○○委員さ

んです。以上１件、あっせん委員の皆さんよろしくお願いします。 

議    長   それでは他の案件ですが、７月の県農業会議提出案件の４条３件、５条８

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。 

松平  主査   （等価交換についての資料説明あり） 
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岡内  係長   （平成２７年度農地パトロールの日程について説明あり） 

議    長   それでは、農業振興課から事業の説明があります。 

北川  課長   （あいさつ） 

吹揚  係長   （新規導入作物試験栽培事業、施設園芸総合支援事業補助金など平成２７ 

   年度の事業について説明あり） 

各   委員   （鳥獣被害、鳥獣害防止補助金についての質問・認定農業者の農地の売買

額に対する税金の減免についての質問・農用地区域の見直しについて・電

気柵についての質問あり） 

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４時６分終了  


