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田辺市農業委員会議事録 

平成２８年３月１０日（金）午後２時 紀南文化会館４階 研修室 

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 

５番 市橋 宗行  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 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   

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            ３９番 蔭地 明一 

                         

             

欠席者       ５番 市橋 宗行   ９番 更井 寛司   ２４番 寒川 加代子   

３８番 石谷  強          

           

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  １２番 皿田  功  １３番 田渕  宏     

 

議    長   皆さん、こんにちは。三寒四温ということで、正月から温い日があれば、

時より急に寒くなって、今日あたりからまた寒くなるという気候になって

おります。我々農業委員会も、この前からの農業振興地域除外・農地転用

基準の厳格化に対し心配しておりましたが、今回、知事から見直すという

発言があり、期待しているところであります。今後、どのようになるか様

子を見ながら我々も進めて行きたいと思っています。 

議    長   それでは最初に、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   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○○○○、田の１，０３

５㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の水

稲、期間は平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日の更新です。２

番、○○○字○○○○、田の１，４１８㎡、貸人は○○○、○○○○、借

人は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、期間は平成２８年４月１日から

平成３１年３月３１日の更新です。３番、○○○字○○○○、田の１，２

５７㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の

水稲、期間は平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日の更新です。

４番、○○○字○○○○、田の７７９㎡、貸人は○○○、○○○○、借人

は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、期間は平成２８年４月１日から平
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成２９年３月３１日の更新です。５番、○○○字○○○○、田の９９８㎡、

貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、賃貸借の水稲、年間

米１俵、持参払い、期間は平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日

の更新です。６番、○○○字○○○○、畑の１，１１４㎡の内、５００㎡、

他１筆、合計３，５００㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○

○○○、賃代借の野菜、全体で年間５万円、持参払い、期間は平成２８年

４月１日から平成３０年３月３１日の更新です。７番、○○○字○○○○、

田の１，５５８㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、

使用貸借の水稲、野菜、年間２万円、口座払い、期間は平成２８年４月１

日から平成２９年３月３１日の更新です。８番、○○○字○○○○、畑の

４４１㎡、他５筆、合計９０２㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○

○、○○○○、使用貸借の野菜、期間は平成２８年４月１日から平成３４

年３月３１日の新規です。９番、○○○字○○○○、畑の１９６㎡、他３

筆、合計２，３１１㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○

○、使用貸借の水稲と野菜、期間は平成２８年４月１日から平成３０年３

月３１日の更新です。１０番、○○○字○○○○、田の３９９㎡、他１筆、

合計１，３３２㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、

使用貸借の水稲、期間は平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日の

更新です。１１番、○○○字○○○○、田の８５９㎡、貸人は○○○、○

○○○、借人は○○○、○○○○、賃貸借の水稲、年間２万円、口座払い、

期間は平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日の更新です。１２番、

○○○字○○○○、畑の１，９８１㎡、他２筆、合計４，４０４㎡、貸人

は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、賃貸借の梅、全体で年間

１０万円、持参払い、期間は平成２８年４月１日から平成３４年３月３１

日の更新です。１３番、○○○字○○○○、畑の１，０３５㎡、貸人は○

○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、賃貸借の野菜、年間３万円、

口座払い、期間は平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日の更新で

す。１４番、○○○字○○○○、畑の８１３、他２筆、合計１，７０２㎡、

貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、賃貸借の野菜、全体

で年間３５，０００円、持参払い、期間は平成２８年４月１日から平成２

９年３月３１日の更新です。１５番、○○○字○○○○、畑の７９８㎡、

貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間

は平成２８年４月１日から平成３４年３月３１日の新規です。１６番、○

○○字○○○○、畑の８９３㎡、他４筆、合計３，３０９㎡、貸人は○○

○、○○○○、借人は○○○、○○○○、賃貸借の梅、全体で年間３３，

０００円、持参払い、期間は平成２８年４月１日から平成３１年３月３１

日の更新です。１７番、○○○字○○○○、畑の８９１㎡、他１筆、合計

１，９６１㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用

貸借の梅、期間は平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日の更新で

す。１８番、○○○字○○○○、畑の５５７㎡、貸人は○○○、○○○○、

借人は○○○、○○○○、使用貸借の野菜、期間は平成２８年４月１日か

ら平成３４年３月３１日の新規です。１９番、○○○字○○○○、畑の８
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０５㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、賃貸借の梅、

年間３５，０００円、口座払い、期間は平成２８年４月１日から平成３３

年３月３１日の更新です。２０番、○○○字○○○○、畑の８５６、他１

筆、合計１，１７０㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○

○、賃貸借の梅、全体で年間１万円、口座払い、期間は平成２８年４月１

日から平成３０年３月３１日の更新です。２１番、○○○字○○○○、畑

の１，２２３㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使

用貸借の梅、期間は平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日の更新

です。２２番、○○○字○○○○、田の２７４㎡、他３筆、合計１，５５

１㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の水

稲、期間は平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日の更新です。２

３番、○○○字○○○○、田の２９５㎡、他１筆、合計１，０７６㎡、貸

人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、期間

は平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日の更新です。２４番、○

○○字○○○○、畑の２３１、他３筆、合計１，６９７、貸人は○○○、

○○○○、借人は○○○、○○○○、賃貸借のなた豆とエゴマ、全体で年

間６千円、持参払い、期間は平成２８年４月１日から平成２９年３月３１

日の更新です。２５番、○○○字○○○○、田の８９２㎡、他４筆、合計

２，４４１㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、賃貸

借の水稲、全体で年間２万円、持参払い、期間は平成２８年４月１日から

平成２９年３月３１日の更新です。２６番、○○○字○○○○、畑の１，

１４７㎡、他３筆、合計２，７５６㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は

○○○、○○○○、賃貸借のエゴマと小麦、全体で年間１万円、持参払い、

期間は平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日の更新です。２７番、

○○○字○○○○、畑の６１８㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○

○、○○○○、使用貸借の野菜、期間は平成２８年４月１日から平成３１

年３月３１日の新規です。２８番、○○○字○○○○、畑の７８０㎡の内

７００㎡、他４筆、合計３，８０１㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は

○○○、○○○○、使用貸借の野菜、期間は平成２８年４月１日から平成

３１年３月３１日の新規です。２９番、○○○字○○○○、畑の１，１１

３㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の梅、

期間は平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日の新規です。３０番、

○○○字○○○○、田の９７６㎡、他１筆、合計１，９４０㎡、貸人は○

○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、賃貸借の水稲、全体で年間米

１俵、持参払い、期間は平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日の

更新です。３１番、○○○字○○○○、田の５４２㎡、他１筆、合計１，

４０６㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、賃貸借の

水稲、全体で年間米３斗、持参払い、期間は平成２８年４月１日から平成

３３年３月３１日の更新です。３２番、○○○字○○○○、田の８１３㎡、

他３筆、合計５，１３３㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○

○○○、使用貸借の水稲と梅、期間は平成２８年４月１日から平成３３年

３月３１日の更新です。合計３２件、７５筆、５６，４４５㎡、貸手３１
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名、借手２６名です。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所有権移転について、１番、○○○字○○○○、地

目は畑、面積は４，７５６㎡、他１筆、合計５，６３８㎡、所有権を移転

する者は○○○、○○○○、所有権を移転される者は○○○、○○○○、

利用目的はみかん、対価は３８０万円、口座払い、支払方法、支払期限は

口座払い、平成２８年４月１日、所有権移転の時期は平成２８年４月１日

です。合計１件、２筆、５，６３８㎡、譲渡人１名、譲受人１名です。以

上、ご審議よろしくお願いします。 

議    長   はい。ありがとうございます。それでは逐条審議をお願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番と２番共に異議ございません。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。３番、４番、５番、６番、７番まで異議ございません。 

議    長   はい、８番。 

○○番 委員   ○○番○○です。貸し手の方は高齢で息子さんが働きに出ているというこ

とで、この土地を２年ほど放っておいたらしいのですが、○○○○さんが

耕作するとのことで異議ございません。 

議    長   はい、９番。 

○○番 委員   ○○番○○です。更新ですので異議ございません。 

議    長   はい、１０番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１０番、１１番は更新ですので異議ございません。 

議    長   はい、１２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。更新で異議ございません。 

議    長   はい、１３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。更新で異議ございません。 

議    長   はい、１４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。更新ですので異議ございません。 

議    長   はい、１５番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１５番の借り手は若い就農者で異議ございません。１６

番、１７番は異議ございません。１８番も若い就農者で異議ございません。 

議    長   はい、１９番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１９番、２０番について、異議ございません。 

議    長   はい、２１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。更新で異議ございません。 

議    長   はい、２２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。２２番、２３番は更新ですので異議ございません。 

議    長   はい、２４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。２４番、２５番、２６番は更新で異議ございません。２

７番、２８番については、○○○○さんは○○○○さんの土地が近くにあ

るということで長い間、世話をされていましたが、高齢のため耕作できな

いということで、○○○○さんが責任を持って管理してくれることになり

ました。異議ございません。 

議    長   はい、２９番。 
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○○番 委員   ○○番○○です。現況が梅畑ということで修正のお願いをしましたが、始

期が４月１日ですので、本人が梅畑にするのか、野菜にするのかは判断し

かねますが、現況は梅畑となっています。異議ございません。 

議    長   はい、３０番。 

○○番 委員   ○○番○○です。３０番、３１番について異議ございません。 

議    長   はい、３２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。更新です。異議ございません。 

議    長   はい、ありがとうございます。３２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。続いて、所有権の移転の

申出について逐条審議をお願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。前回のあっせんの件でございます。異議ございません。 

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。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、５番 

市橋宗行委員さん、９番更井寛司委員さん、２４番寒川加代子委員さん、

３８番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、１２番皿田功委員さん、１３番田渕宏委員さん、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、報告第３号農地法施行規

則第５３条第１項第１４号による協議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

に田、面積は３５㎡、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、

現況共に田、面積は７１㎡、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、現況共に畑、面積は３５７㎡、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、現況共に畑、面積は２０８㎡、他１７筆、合計５，６０８㎡、

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、現況共に畑、面積は１，

４３７㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買
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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２１４㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、

売買です。７番については取り下げになっています。以上６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上げま

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。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番、２番は交換です。異議ございません。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。○○○○さんはまだ若いし、その息子さんも後継者とし

て農業をしています。異議ございません。 

議    長   はい、４番 

○○番 委員   ○○番○○です。○○○○さんは昨年突然亡くなられ、譲渡人は法定相続

人の２人の娘さんです。譲受人は亡くなられた方の弟さんで、以前から定

年退職されて２人で一緒に農業されておりましたが、この営農計画書は必

要になってくるのでしょうか。 

松平  主査   新規扱いになり、必要になります。 

○○番 委員   ○○番○○です。はい、わかりました。異議ございません。 

議    長   はい、５番。 

○○番 委員   ○○番○○です。譲受人は○○○○ですが、弟さんが○○○○に住んでお

られます。異議ございません。 

議    長   はい、６番。 

○○番 委員   ○○番○○です。○○○○さんはこの土地で既に作付けされています。異

議ございません。 

議    長   はい、３条申請６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。 

岡内  係長   ５ページをお願いします。議案第２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５８６㎡、

譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規

模は住宅１棟１１１㎡、駐車場他２０７㎡、法面２６８㎡、合計５８６㎡、

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２７年

１２月９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。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。２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３２０㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、

○○○○、使用目的及び規模は庭園３２０㎡、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。この土地は過疎化の山村地域にある小集落の農地で、第
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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。 

○○番 委員   ○○番○○です。８日に○○委員と事務局２人と私で現地調査を行いまし

た。形状変更願が３件、２条が１件、５条が２件でした。それでは報告さ

せていただきます。１番は市道から１ｍ程度の高台に住宅を建てるという

ものです。東側が宅地と畑、西側が市道、南と北側が畑で、排水は合併浄

化槽で市道の側溝に流すということです。１ｍ程度の段差のある細い法面

は何も使わないということであります。隣接同意もあり何ら問題ないと思

います。以上です。 

○○番 委員   ○○番○○です。申請場所は○○○○で、現況は休耕畑です。東側が里道

と畑、南側が国道、西側と北側が畑でいずれの畑も同意はあります。転用

理由は渡し人は高齢で一身上の都合により、住宅を周辺の土地を売却する

ことになりました。受け人は○○○○で会社経営をしており、別荘として

購入します。申請地は一段高い所にあり、日当たりも良いので庭園として

整備し、○○○○の休憩場所としても利用を考えています。転用内容は整

地し庭木を植え、ベンチを設置、切土盛土はなし。雨水は自然浸透です。

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内容のとおりで異議ございません。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。現地調査委員さんの内容のとおりで異議ございません。 

議    長   はい、以上で２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、事務局からの説

明をお願いします。 

岡内  係長   ６ページをお願いします。議案第３号農地法第２条に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４９㎡、他１筆、合計２０７㎡、申請人は○○

○、○○○○、申請地は昭和４０年４月に○○○○を建築しました。その

後、５０年間、○○○○として使用してきたが、老朽化も進んできていま

す。この度の地籍調査もあり、地番も確定いたしましたので、取り壊し、

新しい建物にしたく申請します。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。 

○○番 委員   ○○番○○です。申請場所は○○○○にあり、現況は○○○○があり、そ
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こに新しく建築するということです。東側は畑、南側は県道、北側と西側

は山林です。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します。 

○○番 委員   ○○番○○です。何ら問題ないと思います。 

議    長   はい、以上１件、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   ７ページをお願いします。議案第４号農地の形状変更願です。１番、土地

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況が畑、面積は９９２

㎡、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１２か月以内、隣接同意は不要です。

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、現況共に畑、面積は２，５９３㎡の内１，９９７㎡、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６か月以内、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７０

８㎡、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１２か月以内、隣接同意はございま

す。水利同意は不要です。以上３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。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番、申請場所は○○○○で現況は休耕田です。東側が

市道、南側が山林と宅地、西側が宅地と道路、北側が市道となっています。

水利組合の同意あります。変更理由は休耕田に梅を植えましたが、生育が

悪いので盛土をします。申請地は道路及び隣接地より低いため、嵩上げし

て排水を良くしたい。内容は盛土は約１ｍ３０ｃｍ、境界より３０ｃｍか

ら５０ｃｍ逃げて盛土、雨水は自然浸透及び市道側溝へ流します。埋めて

相当かと思います。２番、申請場所は○○○○、現況は梅畑です。東側が

○○○○、南側が畑で同意あります。西側が山林と畑で同意あります。北

側が○○○○です。水利組合の同意あります。変更理由は申請地は現在荒

地となっているため、伐採、整地して梅を作りたい。内容は切土約１ｍか

ら３ｍ、盛土は約２ｍから５ｍ、南側隣接は１ｍ逃げて土砂を止め、暗渠

排水を設置。雨水は自然浸透と新設の暗渠排水へ流します。埋め立ては相

当かと思います。以上です。 

○○番 委員   ○○番○○です。３番、申請場所は○○○○、現況は梅畑です。東側が雑

種地、南側が宅地と畑、西側が県道と河川、北側が農道と河川です。変更

理由は河川が大雨で増水したときに浸水するため、盛土をして梅を植えた

い。盛土は１２０ｃｍ、雨水は南側のＵ字溝へ流します。何ら問題ないと

思います。 

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。
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１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。現地調査委員さんの説明のとおりです。以前に梅を植え

ていましたが、排水等がうまくいかないということで、１ｍ余りの盛り土

をして、再度、梅を植え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。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、３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   ありがとうございます。議案第４号農地の形状変更願３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、事務局の説明をお願いします。 

岡内  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１，

９４０㎡、売渡人は○○○、○○○○、買受人は○○○、○○○○、成立

日・価格は平成２８年２月６日、７５万円です。あっせん委員は○○○○

委員、○○○○委員、○○○○委員の３名でした。２番、土地の所在は○

○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は７１７㎡、他１筆、

合計１，０５７㎡、売渡人は○○○、○○○○、買受人は○○○、○○○

○、成立日・価格は平成２８年２月２４日、２００万円です。あっせん委

員は○○○○委員、○○○○委員、○○○○委員の３名でした。以上２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、あっせんの顛末の報告をお願い

します。 

○○番 委員   ○○番○○です。地元の○○○○委員が頑張っていただき報告してもらっ

たらよかったのですが、私から報告させていただきます。１番につきまし

ては、○○○○さんは３０歳の手前ぐらいで頑張っておられる方です。家

の近くであっせん物件があって、持っていただきました。７５万円で成立

しました。２番については、３年余り前に○○○○さんが○○○○さんの

田を高額で買っていただきました。その隣接でございます。２００万円な

ら受けますということで、成立いたしました。以上です。 

議    長   報告第１号の２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   ９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



10 

 

が田、現況が畑、面積は５６６㎡、届出人は○○○、○○○○、使用目的

及び規模は農業用倉庫４３㎡、転用面積は８０㎡です。２番、土地の所在

は○○○字○○○○、地目は登記簿が畑、現況が農道、面積は６９㎡、他

１筆、合計１１０㎡、届出人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は農

道１１０㎡、転用面積は１１０㎡です。以上、２件、ご報告申し上げます。 

議    長   報告第２号の２件について、ご意見、ご質問ございませんか。 

○○番 委員   ○○番○○です。農業用に利用する場合は２００㎡までは農振除外も手続

きはいらないということになっていますが、農業用倉庫にしても宅地にな

りますので、固定資産税の場合、普通なら１００％のところ、農地なら軽

減があると思うのですが、教えていただけますか。 

松平  主査   調べて、回答させていただきます。 

○○番 委員   ○○番○○です。それと、農地法の許可できない案件には該当していませ

んと言っておられますが、農地法に違反した場合、その罰則や罰金など今

までにあったのか。例えば、２階建てが平屋になったとかなど、その後、

確認して回っていないのが実状だと思います。昔は確認して回った時代が

あったらしいのですが。 

愛須  局長   完了しましたら、完了報告書を提出してもらうようになっています。県は

農地転用が厳しくなったので、提出していない方には一斉に通知書を送り、

提出するよう一昨年から行っており、ほとんど提出してもらっています。

しかし、いろんな事情で建物が建ってない場合などについては、いつまで

にできるといった目途を立てて報告しなさいということを行っています。

今まで転用があったところには写真を添付して報告してもらっています。

未提出のところには、理由を報告しなさいという指導になっています。 

○○番 委員   ○○番○○です。報告第２号の２番ですが、登記簿で公衆用道路と畑に分

かれるということになるのですか。 

愛須  局長   ここは既に道ということで分筆していまして、この農業委員会で承認をも

らって登記に行き、地目を変えたいというものです。 

議    長   報告第２号の２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、報告とさせていただきます。それでは続きま

して、報告第３号農地法施行規則第５３条第１項第１４号による協議につ

いて、事務局のご説明をお願い申し上げます。 

松平  主査   １０ページをお願い申し上げます。報告第３号農地法施行規則第５３条第

１項第１４号による協議です。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地

目は登記簿、現況共に畑、面積は５８１㎡の内４㎡、賃貸人は○○○、○

○○○、賃借人は○○○、○○○○、賃貸借権の設定、無線基地局工事、

コンクリート柱１本、機器装置一式です。以上１件報告申し上げます。 

議    長   報告第３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３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。２月の県農業会議提出案件の４条１件、５条５

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。それでは、予定
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しておりました案件はすべて終了しましたが、皆さんから何かございませ

んか。なければ農振除外の件と下限面積の件について、事務局から報告し

ていただきます。 

愛須  局長   農地の下限面積の協議及び農業振興地域除外・農地転用基準の厳格化に対

する知事の撤回発言についての説明あり。 

各   委員   農地の下限面積に関して、旧４町村については１ａでもかまわないのでは

との意見あり。 

愛須  局長   この件に関して、研究させていただくお時間をいただきたいとの回答あり。 

岡内  係長   平成２７年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（又は案）と

平成２８年度の目標及びその達成に向けた活動計画（又は案）についての

提案あり。 

岡内  係長   保留中の○○○○に県の許可が下りたことについての報告あり。 

松平  主査   農地相談について報告あり。 

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００分終了 


