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田辺市農業委員会議事録 

平成２８年８月１０日（水）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３３名 

１番 山崎 清弘  ２番 玉置 俊裕               

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   

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            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       ３番 桑原  壽   ４番 棒引 昭治   ５番 市橋 宗行   

２４番 寒川 加代子 ３０番 松窪 俊英  ３８番 石谷  強         

           

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  ２３番 上森  力  ２５番 玉置  伸     

 

議    長   皆さん、こんにちは。大変暑い中ご苦労様です。梅干しの方もかなり忙し

くなってきているようです。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、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申し上げます。 

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○○○○、畑

の４１６㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸

借の梅、期間は平成２８年９月１日から平成３１年８月３１日の更新です。

２番、○○○字○○○○、畑の５，９２３㎡、貸人は○○○、○○○○、

借人は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平成２８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８６６

㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の野菜、

期間は平成２８年９月１日から平成３４年８月３１日の新規です。４番、

○○○字○○○○、畑の２，３６７㎡、他３筆、合計６，１４４㎡、貸人

は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、賃貸借の梅、全体で年間

３０万円、口座払い、期間は平成２８年９月１日から平成３３年８月３１

日の更新です。５番、○○○字○○○○、畑の５０５㎡、他１筆、合計１，

０４７㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借

の野菜、期間は平成２８年９月１日から平成３４年８月３１日の新規です。

６番、○○○字○○○○、畑の７００㎡、貸人は○○○、○○○○、借人
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は○○○、○○○○、賃貸借の梅、年間１万円、口座払い、期間は平成２

８年９月１日から平成３３年６月３０日の新規です。７番、○○○字○○

○○、畑の６９０㎡、他１筆、合計９７３㎡、貸人は○○○、○○○○、

借人は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平成２８年９月１日から

平成３８年８月３１日の新規です。８番、○○○字○○○○、畑の４５２

㎡、他７筆、合計２，９７８㎡、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９月１日から平成３３年８月３１日の更新です。９番、○○○字○○○

○、畑の６８７㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、

使用貸借の梅、期間は平成２８年９月１日から平成３８年８月３１日の新

規です。１０番、○○○字○○○○、畑の１，１６８㎡、他２筆、合計２，

４２９㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借

の梅、期間は平成２８年９月１日から平成３８年８月３１日の更新です。

１１番、○○○字○○○○、畑の１，８０４㎡、貸人は○○○、○○○○、

借人は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平成２８年９月１日から

平成３４年８月３１日の更新です。１２番、○○○字○○○○、畑の１，

６１２㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、賃貸借の

きくらげ、年間２万円、口座払い、期間は平成２８年９月１日から平成３

８年８月３１日の新規です。１３番、○○○字○○○○、畑の３，３５０

㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の梅、

期間は平成２８年９月１日から平成３４年８月３１日の新規です。１４番、

○○○字○○○○、畑の１３２㎡、他２筆、合計７６５㎡、貸人は○○○、

○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借のキウイ、柿、野菜、期間

は平成２８年９月１日から平成３１年８月３１日の更新です。１５番、○

○○字○○○○、畑の２，８３４、他１８筆、合計７，６６５．２４㎡、

貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間

は平成２８年９月１日から平成４８年８月３１日の新規です。１６番、○

○○字○○○○、畑の３，０３８㎡の内２，４３６㎡、貸人は○○○、○

○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借のみかん、期間は平成２８年

９月１日から平成４３年８月３１日の新規です。１７番、○○○字○○○

○、畑の１，６８５㎡、他２筆、合計３，４３３㎡、貸人は○○○、○○

○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借のみかん、期間は平成２８年９

月１日から平成４３年８月３１日の新規です。１８番、○○○字○○○○、

畑の１，４１３㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、

使用貸借の梅、期間は平成２８年９月１日から平成３８年８月３１日の新

規です。１９番、○○○、○○○○、他９筆、合計３，８９９㎡、貸人は

○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、賃貸借の梅、年間２万円、

口座払い、期間は平成２８年９月１日から平成３８年８月３１日の新規で

す。２０番、○○○字○○○○、畑の３２９㎡、他２筆、合計２，６２８

㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借のみか

ん、期間は平成２８年９月１日から平成４３年８月３１日の新規です。２

１番、○○○字○○○○、畑の５８８㎡、貸人は○○○、○○○○、借人
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は○○○、○○○○、使用貸借のみかん、期間は平成２８年９月１日から

平成４３年８月３１日の新規です。２２番、○○○字○○○○、畑の２，

００６㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借

のみかん、期間は平成２８年９月１日から平成４３年８月３１日の新規で

す。合計２２件、６９筆、５３，７６２．２４㎡、貸手１６名、借手１５

名です。引き続き、追加議案の１番、○○○字○○○○、畑の１１９㎡、

貸人は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間

は平成２８年９月１日から平成４８年８月３１日の新規です。以上、追加

議案を含めまして、合計２３件、７０筆、５３，８８１．２４㎡、貸手１

６名、借手１５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、６番以外の逐条審議を

お願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番は更新につき異議ございません。２番の○○○○さ

んは○○○○さんの娘です。異議ございません。３番の○○○○さんは専

業農家で頑張っておられる方で異議ございません。 

議    長   はい、４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、５番。 

○○番 委員   ○○番○○です。○○○○さんは青年就農者であり、真面目に就農されて

いる方です。異議ございません。 

議    長   はい、７番。 

○○番 委員   ○○番○○です。他でも借り入れています。異議ございません。 

議    長   はい、８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、９番。 

○○番 委員   ○○番○○です。９番の○○○○さんは若い農業者です。異議ございませ

ん。１０番は更新ですので異議ございません。１１番は更新で親戚関係で

す。異議ございません。１３番も異議ございません。 

議    長   はい、１２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。○○○○さんは地域の方にも協力してもらってきくらげ

を作るということです。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。高齢のため、農協を通じて借り手を探していたところ、

近所の大変真面目な方が借りてくれました。異議ございません。 

議    長   はい、１６番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１６番、１７番、１８番、２０番、２２番は高齢で体調

を崩されたため、農地を貸すということで、異議ございません。１９番も

農業を続けることができないということです。異議ございません。２１番

は○○○○さんが借りて作っていた畑です。この際、一まとめで借りても
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らうということになりました。異議ございません。 

議    長   はい、それでは追加議案をお願いします。 

○○番 委員   ○○番○○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６番についてお願いします。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、６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、４番棒

引昭治委員さん、５番市橋宗委員さん、２４番寒川加代子委員さん、３０

番松窪俊英委員さん、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、２３番上森力委員さん、２５番玉置伸委

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

農地の形状変更願について、議案第４号下限面積（別段の面積）の変更に

ついて、報告第１号農地法施行規則第２９条第１項第１号による届出につ

いて、報告第２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、報告第３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。 

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３８４㎡、他１筆、合計６５０㎡、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、現況共に畑、面積は２９７㎡、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４６３㎡、譲渡人は

○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買です。以上３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番について異議ございません。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。○○○○さんは借りて作っていましたが、この度売買と

なりました。異議ございません。 

議    長   はい、以上３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
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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。

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   ２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○○○○、地目は登記簿が畑、現況が休耕畑、面積は７

５３㎡の内２０７．６７㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○

○○○、使用目的及び規模は住宅１棟６３．１２㎡、駐車場等１４４．５

５㎡、合計２０７．６７㎡、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、水利同意は不要です。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。２

番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が畑、現況が休耕畑で

す。面積は２２３㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○

○○、使用目的及び規模は店舗１棟２６．０９㎡、駐車場等１９６．９１

㎡、合計２２３㎡、着工日、工事期間は許可日より１２か月以内、農用地

の内外は当初抜きです。隣接同意は不要です。水利同意はございます。始

末書です。私は申請地について転用目的を分譲住宅とする農地法第４条許

可を平成１０年３月２日付けで受け、造成工事を行い、敷地全体を更地と

しましたが、計画が中断していたところ、敷地の一部を通信局舎としたい

旨の申し入れがあり、敷地の一部について新たに農地法第５条の許可を平

成２６年１月２９日付けで受けました。本来、規模を縮小し転用した残り

の部分については、農地に復旧しなければならないところ、そのままの状

態を維持しておりました。このことについては誠に申し訳なく思っており

ます。今後はこのようなことがないよう厳重に注意いたしますので、何卒

寛大なるご配慮をお願いします。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。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。 

○○番 委員   ○○番○○です。去る８月８日に事務局から２名、○○○○委員と私の合

計４名で５条申請２件、形状変更１件ついて現地調査を行いました。約１

時間の調査で個々の物件については慎重に調査して参りました。１番、申

請場所は○○○○の近隣で、周辺は自身の所有農地や貸駐車場です。息子

の家を建てるということで、排水は前面の道路側溝へ流します。隣接同意

も不要で問題ないと思います。２番の○○○○の物件ですが、始末書が出

ております。当初、分譲住宅を建設する予定でしたが、一部を通信局舎に

転用し、前の一部が残っていました。現状は砂利も入っており、整地され

ています。排水については道路側溝が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、逐条審議をお願いします。１番。 
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○○番 委員   ○○番○○です。現地調査員の説明のとおりです。異議ございません。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。４年程前には造成されておりました。始末書があるとい

うことで異議ございません。 

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

農地の形状変更願について、事務局の説明をお願い申し上げます。 

岡内  係長   ３ページをお願いします。議案第３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１，３１

０㎡、申請人は○○○、○○○○、変更理由は梅畑に変更したい。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。以

上１件、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。現状は休耕田です。埋立ては７０ｃｍ程度で、隣接農地

の高さまで埋め立てるということです。境界から５０ｃｍ引き、雨水につ

いては自然浸透で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。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   はい、議案第３号農地の形状変更願１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４号下

限面積（別段の面積）の変更について、事務局からの説明をお願いします。 

岡内  係長   ４ページをお願いします。議案第４号下限面積（別段の面積）の変更につ

いてです。下限面積（別段の面積）の変更について、下記のとおり承認を

求める。平成２１年１２月施行の改正農地法により、農業委員会が農林水

産省令で定める基準に従い、市町村の区域内の全部又は一部についてこれ

らの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところによ

り、これを公示したときは、その面積を農地法第３条第２項第５号の下限

の面積（別段の面積）として設定できることとなった。よって、下限面積

の変更について以下のとおり提案いたします。（１）農地法施行規則第１７

条第２項の適用について、旧４町村（旧龍神村、旧中辺路町、旧大塔村、

旧本宮町）内の農地については、下限面積（別段の面積）を現行の１０ア

ールから１アールに変更する。理由は旧４町村においては、現に耕作の目

的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれ

る農地その他その適正な利用を図る必要がある農地が、旧田辺市内に比べ

て相当程度存在している実状に鑑み、新規就農者等の受け入れによる農地

の有効利用を図ることを目的として下限面積を１アールに変更するもの。
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以上、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、ご意見、ご質問等ございません

か。 

平田  局長   私から、別添の資料につきまして、説明させていただきます。農地法第３

条に農地等を所有権移転等を行う場合、取得後の農地面積の最低面積につ

いて定められています。北海道では２ヘクタール、都道府県では５０アー

ルが基本となっており、旧田辺市はこれに基づき、所有権移転する場合等

は５０アールが必要となっております。しかし、その法律の中に、農業委

員会が農林水産省令で定める基準に従い、別段の面積を定め公示した場合

はその面積ということになっており、その場合、二通りあります。農地法

施行規則第１７条第１項と第２項でございます。第１項は１０アール以上

の面積でアール単位で定めることとなっておりまして、この場合は、その

１０アール未満の農地の所有者数が４０％を下ってはいけないということ

になっており、これを適用しまして、旧の４町村の場合、１０アールと定

めております。今回変更しますのは、第２項のところです。そこには第２

項の中で設定区域が次ぎのいずれにも該当する場合には第１項の規定にか

かわらず、当該設定区域及びその周辺の地域における農地等の現況及び将

来の見通し等からみて、新規就農を促進するために適当と認められる面積

とするということが書かれており、その条件が２つあり、１つ目は当該設

定区域内に現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的

に供されないと見込まれる農地その他その適正な利用を図る必要がある農

地が相当程度存在することとなっております。明確な数値基準は示されて

いませんが、耕作放棄地がその設定する区域の中に相当程度含まれている

ということが１つの条件になりまして、資料にもありますように、２０１

５年の農林業センサスによる旧市町村別の経営耕地と耕作放棄地と耕作放

棄地の割合を示しておりますが、耕作放棄地の割合は旧田辺市では６．２％

です。旧４町村では旧龍神村の１９％から旧本宮町では３７．７％と旧田

辺市に比べ非常に高くなっているということで、第１号の規定にはクリア

ーするものと判断します。２つ目は当該設定区域の位置及び規模からみて、

規定する面積は、今回の場合１アールです。１アール未満の農地を耕作す

る者の数が増加することにより、当該設定区域及びその周辺の地域におけ

る農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれが

ないことということになっております。ですから、この１アールと設定す

ることにより、１アール未満の方が増えることによって周辺の農業上に支

障を及ぼす影響がないことということが、もう１つの条件となっています。

今回、この２点の条件を当委員会の中でご判断いただき、決定していただ

きたいと考えております。 

議    長   はい、ありがとうございます。宮﨑県えびの市でも下限面積を１アールに

変更したということです。我々も１アールで設定したいと考えています。 

○○番 委員   ○○番○○です。本件についてはまずお礼申し上げたいと思います。現在

の１０アールを１アールにしてほしいということで要望しておりました。

特に○○○○にとってもＩターンや芸術家の方が来られて田や畑を取得し
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たいという方が多く、耕作放棄地も減り、自分で畑を持って山間部へ住み

たいという方も来やすいのではないかと思います。田辺市周辺の町村につ

いては今どういう動きをされているのかわかりませんが、できれば和歌山

県全体にこれを広めていっていただきたいなという思いをしております。

それともう１つはできるだけ広報して周知していただきたいというお願い

をしておきます。 

議    長   はい、ありがとうございます。広報活動はどのような方法をとられるので

すか。 

平田  局長   市の広報で周知したいと考えています。 

議    長   委員の皆さんにも周知していただけたらと思っています。議案第４号下限

面積（別段の面積）の変更について異議ございませんか。 

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。続きまして報告第１号農

地法施行規則第２９条第１項第１号による協議について、事務局からの説

明をお願いします。 

松平  主査   ５ページをお願いします。報告第１号農地法施行規則第２９条第１項第１

号による届出についてです。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目

は登記簿、現況共に畑、面積は１，９４４㎡の内１２５㎡、届出人は○○

○、○○○○、使用目的及び規模は農道１２５㎡、転用面積は１２５㎡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、事務局からの説明をお願いします。 

松平  主査   ６ページをお願いします。報告第２号農地法施行規則第５３条第１項第１

４号による協議についてです。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地

目は登記簿、現況共に畑、面積は１２，７７５㎡の内１８㎡、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、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、報告第２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３号農地使用貸借契約の合意解約通知について、

事務局の説明をお願いします。 

松平  主査   ７ページをお願いします。報告第３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、

面積は１８㎡、他１筆、合計５８㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○

○○、○○○○、使用貸借の合意解約をした日は平成５年３月２４日、理

由は○○○○線整備事業の用地として寄付したためです。以上１件、ご報

告申し上げます。 
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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、報告とさせていただきます。それではその他

の案件です。７月の県農業会議提出案件の４条１件、５条１０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。 

農振課 田上   農業経営基盤強化促進法による利用権設定の下限面積についても、耕作放

棄地の発生や解消、新規就農の促進の観点から、同様に旧４町村において、

下限面積を１アールまで変更させていただきたいと思います。今後、該当

する案件等ございましたら、農業委員の皆様、特に旧４町村の農業委員の

皆様につきましては、ご協力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。この件についてご質問はございませんか。 

（なしの声あり。） 

○○番 委員   ○○番○○です。耕作放棄地に係る課税強化の現状についてお聞きしたい

のですが。 

平田  局長   固定資産税の引き上げはしないというような方向になってきています。耕

作放棄地が増えてきていることに対して、今後、国も更に対策を講じてく

ることが予測されます。これに基づき市としても更に厳しく放棄地の把握

や意向調査の実施が必要と考えています。 

○○番 委員   ○○番○○です。農業委員会だけでなく、農協等とも協議しながら対策を

練っていかなければと思います。 

○○番 委員   ○○番○○です。限界集落については支払う方が亡くなられたり、息子さ

んが他県に行かれていたりと一概に放棄地だから課税するといったことは

分けて考えていただきたいと思います。 

議    長   厳しい農業の現実を突きつけられたことになります。そこら辺も考えて事

務局も対応していただきたいと思います。それでは農地パトロール等につ

いて事務局から説明願います。 

岡内  係長   平成２８年度農地パトロールの日程（案）と農業委員会委員等研修会の開

催について報告あり。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、農業委員（地域割りの定数）や

農地利用最適化推進委員の選出についてですが、何かご意見等はございま

せんか。 

（なしの声あり。） 

議    長   農業委員（地域割りの定数）と農地利用最適化推進委員の方について賛同

を得るようにお願いしたいと思います。 

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。 
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午後３時８分終了 


