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田辺市農業委員会議事録 

平成２８年５月１０日（火）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３６名 

１番 山崎 清弘  ２番 玉置 俊裕   ３番 桑原  壽    

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   

２９番 坂本 茂久            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      ４番 棒引 昭治   ２８番 上中 悠司  ３０番 松窪 俊英    

           

事務局      局長 平田 耕一  農地係長 岡内 伸午  主査 松平 忠敏 

会議録署名委員  １７番 泉  雅行  １８番 坂本 一馬     

 

議    長   皆さん、こんにちは。今年は天候不順で雨が多いようです。いよいよ梅の

シーズンも始まりまして、小梅から進んでいくようですが、例年以上にあ

りそうな気配です。本日は農業委員会の改正についても後で事務局から説

明があります。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   それでは、農用地利用集積計画の合意解約について説明させていただきま

す。１番、○○○字○○○○、畑、６６０㎡、貸人は○○○、○○○○、

借人は○○○、○○○○、賃貸借の合意解約をした日は平成２８年４月２

５日です。以上です。 

議    長   はい、ありがとうございます。農用地利用集積計画の合意解約について、

ご意見ございませんか。 

委員  全員   なし。 

議    長   ないようですので、報告とさせていただきます。続けて、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、事務局

の説明をお願いします。 

農振課 田上   それでは、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１，３２７㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、賃

貸借の水稲、年間米６０ｋｇ、持参払い、期間は平成２８年６月１日から

平成３４年５月３１日の新規です。２番、○○○字○○○○、田の１，０

０２㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の
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野菜、期間は平成２８年６月１日から平成３４年５月３１日の新規です。

３番、○○○字○○○○、畑の１，４６０㎡、他１筆、合計３，４４１㎡、

貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間

は平成２８年６月１日から平成４３年５月３１日の新規です。４番、○○

○字○○○○、畑の２，７６７㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○

○、○○○○、使用貸借のみかん、期間は平成２８年６月１日から平成３

２年８月３１日の新規です。５番、○○○字○○○○、畑の１，２９０㎡、

貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、賃貸借の野菜、年間

１万円、口座払い、期間は平成２８年６月１日から平成３３年５月３１日

の更新です。６番、○○○字○○○○、畑の１，１１２㎡、貸人は○○○、

○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借のみかん、期間は平成２８

年６月１日から平成３８年５月３１日の新規です。７番、○○○字○○○

○、畑の６６０㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、

賃貸借の梅、全体で１万円、口座払い、期間は平成２８年６月１日から平

成３３年８月３１日の新規です。８番、○○○字○○○○、畑の５２２㎡、

他２筆、合計２，０８５㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○

○○○、使用貸借のみかん、期間は平成２８年６月１日から平成３４年５

月３１日の新規です。９番、○○○字○○○○、畑の６１７㎡、貸人は○

○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借のみかん、期間は平

成２８年６月１日から平成３５年５月３１日の新規です。１０番、○○○

字○○○○、畑の２７３㎡の内２４７㎡、貸人は○○○、○○○○、借人

は○○○、○○○○、使用貸借の野菜、期間は平成２８年６月１日から平

成３４年５月３１日の新規です。１１番、○○○字○○○○、畑の６３４

㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の野菜、

期間は平成２８年６月１日から平成３４年５月３１日の新規です。１２番、

○○○字○○○○、畑の５２１㎡、他２筆、合計１，２７９㎡、貸人は○

○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の野菜、期間は平成

２８年６月１日から平成３４年５月３１日の新規です。１３番、○○○字

○○○○、畑の６３８㎡、他９筆、合計３，１４２㎡、貸人は○○○、○

○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の梅と野菜、期間は平成２８

年６月１日から平成３３年５月３１日の更新です。１４番、○○○字○○

○○、畑の７５３㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、

使用貸借の梅、期間は平成２８年６月１日から平成４８年５月３１日の新

規です。１５番、○○○字○○○○、畑の９２５㎡、貸人は○○○、○○

○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平成２８年６月１

日から平成３４年５月３１日の新規です。１６番、○○○字○○○○、畑

の８１１㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸

借の梅とみかん、期間は平成２８年６月１日から平成３４年５月３１日の

新規です。１７番、○○○字○○○○、田の５９１㎡、他１筆、合計６９

５㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の水

稲と野菜、期間は平成２８年６月１日から平成３０年５月３１日の更新で

す。１８番、○○○字○○○○、田の８１５㎡、他４筆、合計２，６０９
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㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、

期間は平成２８年６月１日から平成３０年５月３１日の更新です。１９番、

○○○字○○○○、田の１，２７５㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は

○○○、○○○○、使用貸借の水稲、期間は平成２８年６月１日から平成

３１年５月３１日の更新です。２０番、○○○字○○○○、田の１，２９

０㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の水

稲、期間は平成２８年６月１日から平成３３年５月３１日の更新です。２

１番、○○○字○○○○、田の２，７７９㎡、貸人は○○○、○○○○、

借人は○○○、○○○○、使用貸借のまこも、よもぎ、期間は平成２８年

６月１日から平成３３年４月３０日の新規です。２２番、○○○字○○○

○、畑の３６５㎡、他６筆、合計２，７９６㎡、貸人は○○○、○○○○、

借手は○○○、○○○○、使用貸借のトマト、そば、大豆、水稲、期間は

平成２８年６月１日から平成３１年５月３１日の新規です。２３番、○○

○字○○○○、田の１，０３４㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○

○、○○○○、使用貸借の野菜、期間は平成２８年６月１日から平成３１

年５月３１日の新規です。合計２３件、４９筆、３５，１５３㎡、貸手２

０名、借手２１名です。以上、ご審議願います。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、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、８番を除いて逐条審議

をお願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番は○○○○さんが耕作できないということで、○○

○○さんにお願いしてということで、２番の○○○○さんも放棄状態にな

っていまして、私もお願いしますということです。３番は○○○○さんは

あまり体調が良くなくて、○○○○さんが借りるということで、この方は

若い後継者があります。梅ということですが、みかんのお話も聞いていま

す。４番の○○○○さんは、以前から○○○○さんの他の畑を借りていま

す。今回、この畑も借りるということです。１から４番まで異議ございま

せん。 

議    長   はい、５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、６番。 

○○番 委員   ○○番○○です。親子間ですので異議ございません。 

議    長   はい、７番。 

○○番 委員   ○○番○○です。合意解約のあった○○○○さんの物件で、新規ですが異

議ございません。 

議    長   はい、９番。 

○○番 委員   ○○番○○です。○○○○さんは高齢で、隣接の○○○○さんには後継者

もあり異議ございません。 

議    長   はい、１０番。 

○○番 委員   ○○番○○です。○○○○さんは高齢で、体調を崩されまして、近所の○

○○○さんが借りることになりました。１１番の○○○○さんは若き後継

者ということです。１２番の○○○○さんは後継者もあり、野菜を中心に
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農業をされています。１３番は更新ですので１０番から１３番まで異議ご

ざいません。 

議    長   はい、１４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。借り手の○○○○さんは若い方で、ここは放棄状態にな

っていたところ作ってくれるということでありがたいと思っています。異

議ございません。 

議    長   はい、１５番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１５番、１６番について異議ございません。 

議    長   はい、１７番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１７番、１８番は更新ですので異議ございません。 

議    長   はい、１９番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１９番、２０番は更新ですので異議ございません。 

議    長   はい、２１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。○○○○さんは高齢であること、○○○○さんは他にも

いくつか利用権を設定しており、年齢も若くご夫婦でがんばっていますの

で異議ございません。 

議    長   はい、２２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。この物件ですが、この奥側に家が２軒あり、その里道を

鳥獣柵で塞いで通行ができない状態ですので、そこを開放していただける

よう担当からお願いします。 

農振課 田上   ○○○○と相談してみます。 

議    長   はい、２３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。○○○○さんは○○○○の方と結婚されて、その家の付

近と○○○○周辺を借りている新規就農者です。異議ございません。 

議    長   はい、２２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○○○○さんに

は退席願います。 

○○番 委員   （退席） 

議    長   それでは８番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、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、所有権移転

の申し出がございますので事務局からの説明をお願いします。 

農振課 田上   所有権移転を報告いたします。１番、○○○字○○○○、畑の７１７㎡、

他１筆、合計１，０５７㎡、所有権を移転する者は○○○、○○○○、所

有権を移転される者は○○○、○○○○、利用目的は畑、対価は２００万

円、支払方法、支払期限は口座払い、平成２８年５月１７日、所有権移転

の時期は平成２８年５月１７日です。２番、○○○字○○○○、畑の９５
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２㎡、所有権を移転する者は○○○、○○○○、所有権を移転される者は

○○○、○○○○、利用目的は畑、対価は９０万円、支払方法、支払期限

は持参払い、平成２８年５月１０日、所有権移転の時期は平成２８年５月

１０日です。合計２件、３筆、２，００９㎡、譲渡人２名、譲受人２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。それでは利用権の変更について、逐条審議

をお願いします。 

○○番 委員   ○○番○○です。これはあっせんの申出で成立したもので、譲渡人には後

継者もなく○○○○さんにお願いしたものです。異議ございません。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。これもあっせんの申出で成立したものです。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、４番 棒引昭治委員さん、２

８番上中悠司委員さん、３０番松窪俊英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、１７番泉雅行委員さん、１８番坂本

一馬委員さん、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、議案第５号農地等売渡あっせん申出につ

いて、議案第６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７項の規定

による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。 

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

況が休耕畑、面積は４０４㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○

○、○○○○、売買です。２番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は

登記簿が田、現況が畑、面積は８７８㎡、他３筆、合計２，０３９㎡、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、現況共に畑、面積は１，

９４０㎡、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２，４７１㎡、他２０筆、合計４５，４６３㎡の内、４５，２４１．

８１㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借１

１年間の設定、経営移譲です。５番、土地の所在は○○○字○○○○、地

目は登記簿、現況共に畑、面積は１４６㎡、譲渡人は○○○、○○○○、

譲受人は○○○、○○○○、贈与です。６番、土地の所在は○○○字○○

○○、地目は登記簿が畑、現況が畑、面積は７，３１４㎡、他３筆、合計
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９，６２８㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、

売買です。７番、○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況が畑、面積

は３６６㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、贈

与です。８番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に

畑、面積は１２２㎡、他１筆、合計７６３㎡、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３２２㎡、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、現況共に田、面積は３０４㎡、他９筆、

合計１，７９６㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○

○、売買です。１１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が

畑、現況が樹園地、面積は７４６㎡、他４筆、合計４，０３７㎡、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

申し上げます。 

議    長   ありがとうございます。それでは５番を除いて、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。○○○○さんは一人暮らしで、すもも、梅、水稲を作っ

ていますが、この土地は耕作が困難な位置にあり、一人では耕作も無理と

いうことです。異議ございません。２番の○○○○さんは高齢で一人暮ら

しです。○○○○さんはお孫さんです。異議ございません。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。○○○○さんは高齢です。○○○○さんは若手で頑張っ

ておられます。異議ございません。４番は○○○○さんには経営移譲する

ということです。異議ございません。 

議    長   はい、６番 

○○番 委員   ○○番○○です。３筆はあっせんで残りの１筆は近くの畑です。異議ござ

いません。 

議    長   はい、７番。 

○○番 委員   ○○番○○です。これは地籍の結果、名義が異なっていたということです。

異議ございません。 

議    長   はい、８番。 

○○番 委員   ○○番○○です。道路を挟んで前側にある畑です。農業に熱心な方で、異

議ございません。 

議    長   はい、９番。 

○○番 委員   ○○番○○です。○○○○さんの家に隣接した畑です。異議ございません。

１０番については○○○○さんが○○○○さんの家を買ったのと併せて、

隣接する田畑を購入するということです。異議ございません。 

議    長   はい、１１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。宅地と家屋とその人が持っていた農地をまとめて購入し
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て新規に営農するということです。水稲は近隣の人が作っていて、それを

引き続き作り、野菜、柿、樒は現存するものを作木するということです。

異議ございません。 

議    長   はい、以上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○○○○さんお

願いします。 

議    長   ５番について審議をお願いします。 

○○番 委員   ○○番○○です。贈与ということで異議ございません。 

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。ありがとうございました。 

議    長   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   ６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○○○○、地目は登記簿が田、現況が畑、面積は１，５

３７㎡、他１筆、合計１，６９８㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人

は○○○、○○○○、使用目的及び規模は倉庫１棟、１９７．５５㎡、資

材置場１，５００．４５㎡、合計１，６９８㎡、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、隣接同意はございます。水利

同意は不要です。始末書あります。昭和５０年頃、当時の所有者であった

譲渡人の父が農地法に定める転用許可を受けず、資材置場として利用して

いました。昭和６３年に相続により承継しています。本件に関しまして、

関係者には多大のご迷惑をお掛けしたことを深く反省し、今後はこのよう

なことのないよう努めますので、今回のところは特別のご配慮を賜りたく

存じます。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。２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１９３㎡、他１筆、合計５１３㎡、貸人

は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は太陽

光発電施設、５１３㎡、着工日、工事期間は許可日より３か月以内、農用

地の内外は除外済みとなっています。隣接同意、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。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。５月６日に○○○○委員さん、局長さん、係長さんの４

人で現地調査をしてまいりました。１番、申請場所は○○○○から西へ４

５０ｍのところで、地目は田ですが、現況は雑種地のような畑です。東側
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は畑で同意書があります。西側は宅地と山林、南側は山林、北側は市道で

す。雨水等は自然浸透で水利はありません。土地の所有者は３人とも遠方

で維持管理や耕作は無理だと考えております。同意書もあり、始末書もあ

ることから問題ないと思います。２番、申請場所は○○○○手前１００ｍ

で、現況は休耕地です。東側は農道、西側は畑で貸人の所有地です。南側

は○○○、北側は太陽光発電が設置されています。転用理由は農地として

利用しても利益が上がらず、草刈り等の管理も難しいということです。西

側に設置している太陽光発電施設もあることから、同じような施設として

土地の賃貸借をしたいということです。雨水は自然浸透で南側の道路側溝

に流します。特に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。

１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。問題ないと思います。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説明のとおりです。異議ございませ

ん。 

議    長   はい、議案第２号農地法第５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。 

岡内  係長   ７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○○○○、地目は登記簿

が畑、現況が雑種地、面積は７９㎡、申請人は○○○、○○○○、備考で

す。申請地を含めた用地は、坂道が並行する地形となっており、道路との

高低差がある奥の申請地付近は○○○の搬入と保管に適しています。この

自然の地形を利用して現地で製造販売事業を始めて４０年余りになります。

当時から申請地は他の用地と同様であったことから、事業用地として利用

されてきました。この間、敷地内の建造物は何回か手が加えられて現在に

至っております。２番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が

畑、現況が雑種地、面積は４８４㎡、申請人は○○○、○○○○、備考で

す。当該土地は市道の復旧工事のため一部提供した残余地で耕土が皆無の

ため農地として使用することができない。以上２件につきまして、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。１番の申請場所は○○○から西へ２００ｍで、現況は雑

種地です。北側は市道、東側は雑種地、南側は河川及び自己所有の雑種地、

西側は自己所有の山林となっています。４０年程前から事業用地として利

用していたが、この度売買のために地目変更をしたいということです。隣

接土地所有者と地元農業委員の証明もあり問題ないと思います。２番の申
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請場所は○○○○の北約１ｋｍで、現況は雑種地でほとんど道の法面であ

ります。北側は山林、東側は雑種地、南側は市道及び雑種地、西側は雑種

地です。復旧工事の際に一部道路用地として提供した残地であり、ほとん

どが法面です。隣接土地所有者と地元農業委員の証明もあり問題ないと思

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。

１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。現地調査委員さんの説明のとおりで、この土地は４０年

余りこのような状態です。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、以上２件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   ８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、現況共に畑、面積は５６５㎡

の内、１００㎡、他１筆、合計２９８㎡、申請人は○○○、○○○○、変

更理由は盛土して梅畑に変更したい。着工日、工事期間は許可日より１２

か月以内、隣接同意、水利同意はございます。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。１番、申請場所は○○○○より北へ約２００ｍで、現況

は畑です。東側は市道、南側は農地、西側は自己所有の農地、北側は私道

です。理由は降雨の際、道路や用水路からの水の流入が多いため、この際

盛土してみかんの改植を行いたいとのことであります。盛土高は約５０ｃ

ｍ、雨水は自然浸透及び東側に水路があります。隣接同意、水利同意はご

ざいます。問題ないと思います。 

議    長   はい、ありがとうございます。これは○○○○さんの案件ですので、退席

お願いします。 

○○番 委員   （退席） 

議    長   はい、それでは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。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
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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   ９ページをお願いします。議案第５号農地等あっせん申出です。１番、土

地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は８５７

㎡、作物はみかん、１０アール当たり収穫量は１，０００ｋｇ、希望価格

は合計１００万円、所有者は○○○、○○○○です。以上１件、ご審議の

程よろしくお願いします。 

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。○○○○さんは高齢で奥さんと２人で農業をしています

が、続けるのが困難で、農地を整理したいということです。この土地は大

坊のみかん畑の続いた中にあり、手入れもできている状況です。 

議    長   はい、ありがとうございます。議案第５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、１番については、地元○○○○委員さんと○○○○委員さんと

隣接で○○○○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。続きまして、議案第６号許可書の取消（農地法第５条）に

ついて事務局の説明をお願いします。 

松平  主査   １０ページをお願いします。議案第６号許可書の返納（農地法第５条）に

ついてです。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況

共に田、面積は７６５㎡、他１筆、合計７７７㎡、賃貸人は○○○、○○

○○、賃借人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は○○○○、許可日

は平成２８年２月１日、許可番号は和歌山県指令西地農地第２７５０５９

号、返納理由は一身上の都合により、事業計画等を断念することになり、

計画を取りやめることになった。他に、２番、土地の所在は○○○字○○

○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は１，０１９㎡、賃貸人は○○○、

○○○○、譲渡人以降は１番と同様で、許可番号は２７５０５６０号です。

３番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、５７

㎡、賃貸人は○○○、○○○○、譲受人以降は１番と同様で、許可番号は

第２７５０５６１号です。以上３件について、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。それではご質問等ございませんか。 

○○番 委員   ○○番○○です。この案件については地元の者といたしましても、期待し

ておりましたので、非常に残念であります。 

議    長   ありがとうございます。議案第６号許可書の返納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   １１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について



11 

 

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７，３１４㎡、他２筆、合計９，２９２㎡、売渡人は○○○、○○

○○、買受人は○○○、○○○○、成立日・価格は平成２８年４月２１日、

３８０万円です。あっせん委員は○○○○委員、○○○○委員、○○○○

委員でした。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。それではあっせんの顛末の報告をお願いし

ます。 

○○番 委員   ○○番○○です。○○○○で話をしました。昨年１２月にあっせんが出て

おりましたが、最終的に○○○○の方に買ってもらうようになりました。

あっせんの土地にもう１筆も加えて買っていただくことになりました。以

上です。 

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します。 

松平  主査   １２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１０５㎡、他２筆、合計４０１㎡、賃貸人は○○○、○○

○○、賃借人は○○○、○○○○、賃貸借の合意解約をした日は平成２８

年４月２日です。以上、１件、ご報告申し上げます。 

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、報告とさせていただきます。それではその他

の案件です。４月の県農業会議提出案件の４条１件、５条３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。なければ事務

局から報告がございます。 

平田  局長   来年の委員改選についてと農地の下限面積についての説明あり。 

岡内  係長   農業委員会系統組織による熊本地震義援金の募集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４０分終了 


