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田辺市農業委員会議事録 

平成２８年１０月１１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３２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 

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            １５番 瀧本 和明   

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            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            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  １４番 中山 敏久  １６番 杉若 陽一 

２４番 寒川 加代子 ２６番 鈴木 直孝  ３０番 松窪 俊英 

３４番 中村 洋子           

               

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  ２７番 溝口 健治  ２９番 坂本 茂久 

 

議    長   皆さん、こんにちは。漸く晴れの天気が続き、皆さんの表情も晴れ晴れと

いった感じでございます。梅干は思ったほど値段が上がらないといった具

合で、また、みかんも９月下旬からの雨続きで、大変苦戦しているようで

ございます。本当に農業は天候に左右されるものです。さて、県農業会議

も事務が煩雑になってきたということと、農地中間管理機構の関連もあり、

かなり経費が嵩んできて、予算の増額を図りたいという要望が出ており、

そのように進めているところであります。それでは早速進めさせていただ

きます。 

議    長   それでは最初に、田辺市農業振興地域整備促進協議会を開催いたします。

田辺農業振興地域整備計画変更申請について事務局の説明をお願い申し上

げます。 

農振課 尾花   田辺農業振興地域整備計画変更申請の除外申請について説明いたします。

１番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は１，７

１６㎡、地目は登記簿が田、現況が畑、申請の理由は共同住宅です。２番、

○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は２．６６㎡、

他２筆、合計４９０．６６㎡、地目は登記簿、現況共に畑、申請の理由は

共同住宅です。３番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、

面積は７５７㎡、地目は登記簿、現況共に畑、申請の理由は分譲住宅です。

４番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は８７０
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㎡、地目は登記簿、現況共に畑、申請の理由は分譲住宅です。５番、○○

○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は１８㎡、地目は登

記簿が田、現況が畑、申請の理由は携帯電話基地局です。６番、○○○、

○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は１８㎡、地目は登記簿、

現況共に畑、申請の理由は携帯電話基地局です。７番、○○○、○○○○、

土地の所在は○○○字○○○○、面積は３５．８㎡、地目は登記簿が田、

現況が雑種地、申請の理由は携帯電話基地局です。８番、○○○、○○○

○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は３２８㎡、地目は登記簿、現

況共に畑、申請の理由は道路（進入路）です。９番、○○○、○○○○、

土地の所在は○○○字○○○○、面積は４７４㎡、他７筆、合計３，５４

０㎡、地目は登記簿、現況共に畑、申請の理由は太陽光発電施設です。１

０番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は１８㎡、

地目は登記簿、現況共に畑、申請の理由は携帯電話基地局です。１１番、

○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は７４７㎡、他

１筆、合計１，８３９㎡、地目は登記簿、現況共に田、申請の理由は資材

置場用地及び駐車場です。１２番、○○○、○○○○、土地の所在は○○

○字○○○○、面積は６３４㎡、地目は登記簿、現況共に畑、申請の理由

は資材置場用地及び駐車場です。１３番、○○○、○○○○、土地の所在

は○○○字○○○○、面積は６２７㎡、地目は登記簿、現況共に畑、申請

の理由は資材置場用地です。１４番、○○○、○○○○、土地の所在は○

○○字○○○○、面積は３９５㎡、地目は登記簿、現況共に畑、申請の理

由は一般住宅です。１５番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○

○○○、面積は７７５㎡、他７筆、合計１，５７４㎡、地目は登記簿、現

況共に田、申請の理由は資材置場用地及び駐車場です。１６番、○○○、

○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は９．８９㎡、地目は登

記簿が田、現況が雑種地、申請の理由は携帯電話基地局です。１７番、○

○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は９．８９㎡、地

目は登記簿が田、現況が畑、申請の理由は携帯電話基地局です。田辺農業

振興地域整備計画変更申請、除外１７件、除外合計は１２，８８０．２４

㎡です。続きまして、龍神農業振興地域整備計画変更申請です。１番、○

○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は１２㎡、地目は

登記簿、現況共に田、申請の理由は携帯電話基地局です。２番、○○○、

○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は１３４㎡、地目は登記

簿、現況共に田、申請の理由は駐車場敷地です。龍神農業振興地域整備計

画変更申請、除外２件、除外合計は１４６㎡です。続きまして、大塔農業

振興地域整備計画変更申請です。１番、○○○、○○○○、土地の所在は

○○○字○○○○、面積は８７５㎡、地目は登記簿、現況共に畑、申請の

理由は太陽光発電施設です。大塔農業振興地域整備計画変更申請、除外１

件、除外合計は８７５㎡です。以上です。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、２番を除いて逐条審議をお願い

申し上げます。田辺農業振興地域整備計画変更申請の１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ありません。 
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議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。３番、４番について異議ございません。 

議    長   はい、５番。 

○○番 委員   ○○番○○です。５番、６番、７番、１０番について異議ございません。 

議    長   はい、８番。 

○○番 委員   ○○番○○です。８番、９番については異議ございません。 

議    長   はい、１１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。資材置場ということで異議ございません。 

議    長   はい、１２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１２番について異議ございません。 

議    長   はい、１３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１３番、１４番について異議ございません。 

議    長   はい、１５番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１５番は現況が田となっていますが、一部が休耕等で、

ご本人は高齢です。息子は梅の加工業をされており、その関係の資材置場

ということであります。異議ございません。１６番、１７番も異議ござい

ません。 

議    長   田辺農業振興地域整備計画変更申請の１６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   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   はい。（退席） 

議    長   それでは、２番の逐条審議をお願いします。 

○○番 委員   ○○番○○です。近所が住宅地になって作物が作りにくいということです。

異議ございません。 

議    長   以上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   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、龍神農業

振興地域整備計画変更申請の１番お願いします。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番については携帯基地局ということで異議ございませ

ん。２番については駐車場敷地ということで異議ございません。 

議    長   龍神農業振興地域整備計画変更申請の２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   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、大塔農業

振興地域整備計画変更申請です。それでは○○○○さんには退席願います。 

○○番 委員   はい。（退席） 

議    長   はい、それでは１番の逐条審議をお願いします。 

○○番 委員   ○○番○○です。この土地については周囲も荒地になっており、異議ござ

いません。 
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議    長   大塔農業振興地域整備計画変更申請の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   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、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○○○○、

田の面積７５７㎡、他５筆、合計３，１９９㎡、貸人は○○○、○○○○、

借人は○○○、○○○○、使用貸借の水稲・梅・みかん、期間は平成２８

年１１月１日から平成２９年１０月３１日の更新です。２番、○○○字○

○○○、畑の２４２㎡内の１０９．７７㎡、貸人は○○○、○○○○、借

人は○○○、○○○○、使用貸借の野菜、期間は平成２８年１１月１日か

ら平成２９年１０月３１日の更新です。３番、○○○字○○○○、田の面

積１，３８３㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使

用貸借の水稲、期間は平成２８年１１月１日から平成２９年１０月３１日

の更新です。４番、○○○字○○○○、畑の９９㎡、他１筆、合計７３７

㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の梅、

期間は平成２８年１１月１日から平成２９年１０月３１日の更新です。５

番、○○○字○○○○、畑の１８３㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は

○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平成２８年１１月１日から平成

２９年１０月３１日の新規です。６番、○○○字○○○○、田の１，０１

１㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の水

稲、期間は平成２８年１１月１日から平成３４年１０月３１日の新規です。

７番、○○○字○○○○、畑の１，０６４㎡、他３筆、合計１，６７０㎡、

貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の梅・野菜、

期間は平成２８年１１月１日から平成２９年１０月３１日の更新です。８

番、○○○字○○○○、畑の２３７㎡、他１筆、合計４７２㎡、貸人は○

○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借のみかん、期間は平

成２８年１１月１日から平成４８年１０月３１日の新規です。９番、○○

○字○○○○、田の４１４㎡、他１筆、合計１，１２５㎡、貸人は○○○、

○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、期間は平成２８年

１１月１日から平成３３年１０月３１日の更新です。１０番、○○○字○

○○○、田の２，０９４㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○

○○○、使用貸借の水稲、期間は平成２８年１１月１日から平成３３年１

０月３１日の更新です。１１番、○○○字○○○○、田の４２０㎡、貸人

は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平

成２８年１１月１日から平成３３年１０月３１日の新規です。１２番、○

○○字○○○○、畑の９０１㎡、他１筆、合計２，６１２㎡、貸人は○○

○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借のみかん、期間は平成

２８年１１月１日から平成３８年１０月３１日の新規です。１３番、○○

○字○○○○、畑の１，０９９㎡、他２筆、合計５，９６４㎡、貸人は○
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○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平成２

８年１１月１日から平成３８年１０月３１日の新規です。１４番、○○○

字○○○○、畑の１６，６１９㎡、他４筆、合計１９，８６１㎡、貸人は

○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平成

２８年１１月１日から平成３４年１０月３１日の更新です。１５番、○○

○字○○○○、畑の１，３４３㎡、他２筆、合計２，１５８㎡、貸人は○

○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平成２

８年１１月１日から平成３４年１０月３１日の新規です。１６番、○○○

字○○○○、畑の８，５４４㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、

○○○○、使用貸借の梅、期間は平成２８年１１月１日から平成３４年１

０月３１日の新規です。１７番、○○○字○○○○、畑の２，９８５㎡、

他１筆、合計３，２１９㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○

○○○、使用貸借の梅、期間は平成２８年１１月１日から平成３８年１０

月３１日の新規です。追加の１番、○○○字○○○○、畑の８０３㎡、他

１筆、合計３，３２５㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○

○○、使用貸借の梅、期間は平成２８年１１月１日から平成３８年１０月

３１日の新規です。合計１８件、４０筆、５８，０８６．７７㎡、貸手１

１名、借手１７名です。この１８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、３番、４番、７番は更新でいずれも地元の

方です。異議ございません。５番、６番は新規でいずれも地元の方です。

異議ございません。 

議    長   はい、８番。 

○○番 委員   ○○番○○です。遊休地で少し荒れたような状態です。みかんを新たに植

え、期間も２０年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。更新ということで異議ございません 

議    長   はい、１０番。 

○○番 委員   ○○番○○です。更新で異議ございません。 

議    長   はい、１１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１１番、１２番についてですが、借り手はいずれも地元

で専業農家です。異議ございません。 

議    長   はい、１３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。親戚関係で借り手は後継者もございます。異議ございま

せん。 

議    長   はい、１４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。更新で異議ございません。 

議    長   はい、１５番。 

○○番 委員   ○○番○○です。新規です。異議ございません。 

議    長   はい、１６番。 
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○○番 委員   ○○番○○です。１６番、１７番について異議ございません。 

議    長   はい、ありがとうございます。１７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。それでは、追加議案をご

審議願います。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。特に問題ないので異議ございません。 

議    長   はい、ありがとうございます。１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。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、１４

番中山敏久委員さん、１６番杉若陽一委員さん、２４番寒川加代子委員さ

ん、２６番鈴木直孝委員さん、３０番松窪俊英委員さん、３４番中村洋子

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

７番溝口健治委員さん、２９番坂本茂久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号農地の形状変更願について、報告第１号農地法第１８条第６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、面積は２２９㎡、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２２９㎡、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１１８㎡、他１筆、合計５４２㎡、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１５，

９０２㎡、他２筆、合計１６，６３５㎡、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４３５㎡、他１筆、合計３，１６

５㎡、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５１㎡、他１筆、合計６１５㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は

○○○、○○○○、売買です。営農計画書有りです。７番、土地の所在は

○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は２４４㎡、他５筆、

合計１，０００㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○

○、贈与です。８番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、

現況が畑、面積は９３８㎡、他１筆、合計１，５３３㎡、譲渡人は○○○、

○○○○、譲受人は○○○、○○○○、贈与です。この８件ついて書類を
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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。１番、２番について異議ございません。１番の現況が休

耕になっていますが、約１７０㎡が水田として耕作しました。異議ござい

ません。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。譲渡人は○○○○で、譲受人とは実家の隣同士です。異

議ございません。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。親子関係です。異議ございません。 

議    長   はい、５番。 

○○番 委員   ○○番○○です。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。６番について異議ございません。 

議    長   はい、７番。 

○○番 委員   ○○番○○です。○○○○さんは○○○○さんの娘で月に１回家に帰って

きて畑等の世話をしています。異議ございません。 

議    長   はい、８番。 

○○番 委員   ○○番○○です。親子の贈与です。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８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   ４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○○○○、地目は登記簿が田、現況休耕畑、面積は５２

１㎡、所有者は○○○、○○○○、使用目的及び規模は共同住宅木造２階

１棟１４５㎡、駐車場・駐輪場等３７６㎡、合計５２１㎡、着工日、工事

期間は許可日より５か月以内、農用地の内外は当初抜となっています。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地に囲まれ

た農地で、第２種農地です。以上１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。１０月７日に事務局から２名、○○○○委員と私の合計

４名で４条申請１件、５条申請２件、形状変更３件について現地調査を行

いました。４条について説明させていただきます。１番、申請場所は○○

○○より北東へ約１００ｍ、現況は休耕田になっています。昨年は田でし
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たが、形状変更で埋め立て、現在は畑です。隣接状況は東側が県道、西側

と南側が田で同意書あり、北側は市道です。水利組合の同意もあります。

転用理由は申請人の体調不良と農業後継者についても長男・次男が遠方に

在住のため農業の継続が困難なため、共同住宅を建築したく申請するもの

です。転用内容は共同住宅１棟、駐車場８台分、駐輪場１０台分、盛土・

切土なし。排水等は合併処理後、雨水とともに北側水路に放流します。以

上です。 

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。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   ５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○○○○、地目は登記簿が田、現況は雑種地、面積は６

７９㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用目的及

び規模は共同住宅２棟２１８．５２㎡、駐車場・駐輪場等４６０．４８㎡、

合計６７９㎡、着工日、工事期間は許可日より５ヶ月月以内、農用地の内

外は用途外です。隣接同意、水利同意は不要でございます。期間の定めの

ない使用貸借です。始末書ございます。農業従事者でなかったため、当該

土地を相続してから耕作できず放置し、駐車場等の雑種地として利用し現

在に至っております。不知とはいえ、無許可で利用していたことは誠に申

し訳なく思っております。ここに始末書を提出し、その行為を深くお詫び

申し上げます。この土地は都市計画用途地域内（第一種中高層住宅転用地

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１１９㎡、他１筆、合計２７８

㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用目的及び規

模は住宅１棟９２．５５㎡、駐車場・庭等１８５．４５㎡、合計２７８㎡、

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。

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。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番、申請場所は○○○○より東へ約２００ｍで現況は

雑種地です。隣接状況は東側が宅地、西側が公衆用道路と宅地、南側が宅

地、北側が公衆用道路です。隣接同意、水利同意は不要です。転用理由は

貸人は昭和５８年に申請地の持分２分の１を相続により取得、更に平成１



9 

 

９年に残りの２分の１を借人より取得しましたが、農業に従事していない

ため耕作せずに雑種地として放置していました。今回、賃貸住宅用地とし

て賃貸借したく申請するものです。転用内容は共同住宅２棟８戸、駐車場・

駐輪場等、切土・盛土なし。排水等は合併処理後、雨水とともに既設の道

路側溝へ排水します。２番、申請場所は○○○○から東へ約５００ｍ、現

況は休耕畑です。隣接状況は東側が畑で同意書あり、西側が公衆用道路、

南側と北側が畑で同意書有りです。水利組合は不要です。転用理由は貸人

は申請地を相続により父から所得しましたが、夫が経営する飲食店の手伝

いをしており耕作することができないため、息子の住宅用地として使用貸

借したく申請するものです。転用内容は住宅１棟、駐車場・庭園です。排

水等は合併処理後、雨水とともに既設の道路側溝へ排水します。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報告のとおりですが、この土地の隣

接には農地がありません。排水についても問題ないと思います。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。この土地は３年前に相続により取得しています。この土

地のほかに５件ほど農地があります。○○○○ができた時に通り抜けの市

道ができ、農地をやり取りし、５年程前に現状の真四角の土地になった訳

であります。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４号農

地の形状変更願について事務局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４号農地の形状変更願についてです。１

番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は

３２５㎡、申請人は○○○、○○○○、変更理由は盛土して野菜畑に変更

したい。着工日、工事期間は許可日より４か月以内、隣接同意は有り、水

利同意は不要です。始末書ございます。私は農地の形状変更の許可をいた

だく前に整地工事、崩落防止工事に一部着手してしまいました。私は農地

の形状変更の許可を得てからでないと工事着手ができないことは知りませ

んでした。貴農業委員会にご迷惑をおかけすることになってしまい申し訳

ありませんでした。現在、工事を停止しています。今後は農地法関係諸法

令に留意し、許可の必要な案件については貴農業委員会と相談の上、適切

に対応し法令を遵守いたします。２番、土地の所在は○○○字○○○○、

地目は登記簿、現況共に畑、面積は２，３３４㎡、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、隣接同意はございます。水利同意は不要です。３番、

土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が畑、現況が田、面積は８

７３㎡の内３７４．４６㎡、申請人は○○○、○○○○、変更理由は盛土

して梅又は柿畑に変更したい。着工日、工事期間は許可日より６か月以内、
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隣接同意、水利同意はございます。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。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番、申請場所は○○○○より南へ約４００ｍ、現況は

休耕畑です。隣接状況は東側が畑で同意書あり、西側が道路、南側が雑種

地、北側が畑で同意書あります。水利同意は不要です。変更理由は申請地

は約４分の１が法面で急傾斜地のため地盤が不安定であり、下の隣接地へ

土が崩落しているため崩落防止工事を行い、野菜を作付けするためです。

内容はブロック３段積み、高さ２．３ｍで長さ１０．１４ｍ、４段積み、

高さ３．０７ｍ、長さ１３．２５ｍ、盛土０．２ｍから３ｍ、切土０．２

ｍです。排水等は雨水は自然浸透です。２番、申請場所は○○○○より東

へ約３００ｍ、現況は休耕畑です。隣接状況は東側が山林、西側が田で同

意書あり、南側が公衆用道路及び山林、北側が山林です。水利同意は不要

です。変更理由は耕作を目的に畑を購入しましたが、畑土の含水比が高く、

収穫が見込めないため現在休耕していますが、梅の木を伐採し排水の良い

畑へと盛土を行い、梅を植えるものです。内容は盛土０．８ｍから１．４

ｍで、排水等は雨水は自然浸透及び北側に新設の水路へ流します。３番、

申請場所は○○○○より東へ約１５０ｍ、現況は休耕田です。隣接状況は

東側が田で同意書あり、西側が田で同意書あり、雑種地、南側と北側が田

で同意書ありです。水利同意もあります。変更理由は申請地は水に浸かる

ために盛土で嵩上げをして、梅または柿を植えるものです。内容は平均盛

土６６ｃｍ、排水等は雨水は自然浸透及び既設水路へ流します。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番について現地調査委員さんの報告のとおりで、野菜

畑に形状変更しても問題ないと思います。異議ございません。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。ここは湿気付いて埋め立てなければ梅作りはできないよ

うな状況でイノシシも来ております。問題ないと思います。異議ございま

せん。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、ありがとうございます。議案第４号農地の形状変更願について、ご

異議ございませんか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   続きまして、報告第１号農地法第１８条第６項の規定による通知について、

事務局から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１号農地法第１８条第６項の規定による

通知についてです。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、

現況共に畑、面積は６６０㎡、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２５日です。
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以上１件報告申し上げます。 

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

れでは他の案件ですが、９月の県農業会議提出案件の５条４件、事業計画

変更（５条）１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。 

○○番 委員   ○○番○○です。現地調査委員２名の選定に関し、同一の担当地区の委員

同士が一緒に現地調査した場合、今回の議案でもあったように、現地調査

委員の担当地区の協議案件も、同じ現地調査委員が担当委員として審議し

報告しなければならないことから、同一地区の委員同士の現地調査は避け、

外部の委員から所見を述べてもらうように、他の地区委員同士との組み合

わせが適当でないかとの意見あり。 

平田  局長   次回からそのように人選する旨の回答あり。 

議    長   他にご質問ございませんか。 

（なしの声あり。） 

議    長   なければ事務局から報告があります。 

岡内  係長   過去に県下の転用案件で、土砂の流出や崩壊、その他災害の恐れ等がある

ため、不許可となった案件があるかとの質問を県等に確認したところ、そ

のような案件は無しとの回答であった旨を報告する。 

平田  局長   農業委員会法の改正に伴う田辺市の関係条例について、内容の説明あり。 

議    長   全国農業新聞の購読依頼について説明あり。 

松平  主査   先月の買受適格証明願に関する報告あり。 

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３時３０分終了 


