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田辺市農業委員会議事録 

平成２９年４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３４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 

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            ２３番 上森  力  ２４番 寒川 加代子 

２５番 玉置  伸            ２７番 溝口 健治  ２８番 上中 悠司 

２９番 坂本 茂久                       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      ２２番 那須  克   ２６番 鈴木 直孝  ３０番 松窪 俊英        

         ３１番 岡上  達   ３８番 石谷  強            

事務局      局長 平田 耕一  農地係長 岡内 伸午   

会議録署名委員  ２番 玉置 俊裕     ３番 桑原  壽    

 

議    長   皆さん、こんにちは。漸く桜の花も咲き始めてきましたが、今年も気候が

不順の模様です。梅も不作気味で心配されるところでございます。さて、

８年間事務局で勤めていただきました松平君が人事異動となってございま

す。ご紹介願います。 

（農業委員会と農業振興課の異動者の紹介） 

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○○○○、畑、１，５５

８㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、賃貸借の

野菜、年間２万円・口座払い、期間は平成２９年５月１日から平成３０年

３月３１日の更新です。２番、○○○字○○○○、畑、１，００５㎡、貸

し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の野菜、

期間は平成２９年５月１日から平成３２年４月３０日の新規です。３番、

○○○字○○○○、畑、９３９㎡、他１筆、合計２，１４７㎡、貸し手は

○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の野菜、期間は

平成２９年５月１日から平成３２年４月３０日の新規です。４番、○○○

字○○○○、畑、６８７㎡、他４筆、合計１，９０４㎡、貸し手は○○○、

○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平成２９年

５月１日から平成３４年３月３１日の更新です。５番、○○○字○○○○、

畑、８３６㎡、他１筆、合計１，２９４㎡、貸し手は○○○、○○○○、
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借り手は○○○、○○○○、賃貸借の梅、○○○○で年間５万円・口座払

い、期間は平成２９年５月１日から平成３２年３月３１日の更新です。６

番、○○○字○○○○、畑、１，２２１㎡、貸し手は○○○、○○○○、

借り手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平成２９年５月１日か

ら平成３５年３月３１日の更新です。７番、○○○字○○○○、畑、５，

４９８㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用

貸借の野菜、期間は平成２９年５月１日から平成３１年４月３０日の新規

です。８番、○○○字○○○○、畑、５９㎡、他３筆、合計１，３５０㎡、

貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の茶・

ゴンパチ、期間は平成２９年５月１日から平成３４年４月３０日の新規で

す。９番、○○○字○○○○、畑、３２７㎡、他２筆、合計１，５１２㎡、

貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借のゼン

マイ、期間は平成２９年５月１日から平成３４年４月３０日の新規です。

１０番、○○○字○○○○、畑、５１９㎡、貸し手は○○○、○○○○、

借り手は○○○、○○○○、使用貸借の野菜、期間は平成２９年５月１日

から平成３４年４月３０日の新規です。１１番、○○○字○○○○、畑、

１，９２５㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、

使用貸借の梅、期間は平成２９年５月１日から平成３５年４月３０日の新

規です。１２番、○○○字○○○○、畑、７７０㎡、他１筆、合計１，３

７０㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸

借の野菜、期間は平成２９年５月１日から平成３９年４月３０日の新規で

す。１３番、○○○字○○○○、畑、１，１２４㎡、貸し手は○○○、○

○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平成２９年５

月１日から平成４９年４月３０日の新規です。１４番、○○○字○○○○、

田、５５０㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、

使用貸借の水稲、期間は平成２９年５月１日から平成３９年３月３１日の

新規です。１５番、○○○字○○○○、畑、１，６５９㎡、貸し手は○○

○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借のみかん、期間は平

成２９年５月１日から平成３９年４月３０日の新規です。１６番、○○○

字○○○○、畑、５０９㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、

○○○○、使用貸借の野菜、期間は平成２９年５月１日から平成３９年４

月３０日の新規です。１７番、○○○字○○○○、畑、３１７㎡、他３筆、

合計１，６７６㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○

○、使用貸借の野菜、期間は平成２９年５月１日から平成３９年４月３０

日の新規です。１８番、○○○字○○○○、畑、１，７７５㎡、貸し手は

○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の苺、期間は平

成２９年５月１日から平成３９年４月３０日の新規です。合計１８件、３

３筆、２８，５９６㎡、貸し手１８人、借り手１０人です。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。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について、８、９、１０、１１番を除いて

逐条審議をお願いします。１番。 
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○○番 委員   ○○番○○です。１番、２番について異議ございません。２番の方は成年

就農の受給者です。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。借り手の方が野菜畑を探していました。農業を勤しんで

おられる方です。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。異議ございません。 

議    長   はい、６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、７番。 

○○番 委員   ○○番○○です。成年就農で一所懸命に取り組んでおられます。異議ござ

いません。 

議    長   はい、１２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１２番、１３番について異議ございません。 

議    長   はい、１４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、１５番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、１６番。 

○○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、１８番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   以上、１４件異議なしとのことであります。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   それでは、そのようにさせていただきます。それでは○○○○さん、退席

願います。 

○○番 委員   （退席） 

議    長   それでは、８番の逐条審議をお願いします。 

○○番 委員   ○○番○○です。８番、９番、１０番について異議ございません。 

議    長   異議なしとのことであります。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   それでは、そのようにさせていただきます。それでは○○○○さん、退席

願います。 

○○番 委員   （退席） 

議    長   それでは、１１番の逐条審議をお願いします。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   異議なしとのことであります。そのように取り計らってよろしいでしょう

か。 
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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。 

議    長   はい、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、

２２番那須克委員さん、２６番鈴木直孝委員さん、３０番松窪俊英委員さ

ん、３１番岡上達委員さん、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、２番玉置俊裕委員さん、３番桑原

壽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

２９条第１項第１号による届出について、報告第３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。 

岡内  係長   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５４５㎡、他２筆、合計１，６９１㎡、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７，５００㎡、他８筆、

合計４５，６５４㎡、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１，４１６㎡、他１筆、合計８，８２３㎡、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２，４２７

㎡、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１，５０３㎡、他１筆、合計２，４３９㎡、譲渡人は○○○、○○○○、

譲受人は○○○、○○○○、あっせんによる売買です。６番、土地の所在

は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は１，２２０㎡、

譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買です。７番、

土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は２，

３１９㎡、他４筆、合計６，６９４㎡、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２４７㎡、他１筆、合計３８２㎡、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１０

７㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買です。

１０番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況が畑、

面積は１，０１８㎡、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、

現況共に畑、面積は３７㎡、他１筆、合計３０４㎡、譲渡人は○○○、○

○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買です。１２番、土地の所在は○

○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に田、面積は３４５㎡、他１筆、
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合計４７２㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、

売買です。１３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１９㎡、他２６筆、合計５，８０２．６１㎡、譲渡

人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買、営農計画書有

り（みかん）です。１４番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記

簿、現況共に畑、面積は３９７㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は

○○○、○○○○、売買、営農計画書有り（野菜）です。１５番、土地の

所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は９１㎡、他

３筆、合計２，３６０㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、

○○○○、売買、営農計画書有り（梅）です。以上１５件ついて書類を審

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１２番を除いて、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、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。２番、３番について異議ございません。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。４番、５番について異議ございません。 

議    長   はい、６番。 

○○番 委員   ○○番○○です。あっせんによる売買です。異議ございません。 

議    長   はい、７番。 

○○番 委員   ○○番○○です。７番、８番について異議ございません。 

議    長   はい、９番。 

○○番 委員   ○○番○○です。９番については兄弟です。異議ございません。１０番、

１１番についても異議ございません。 

議    長   はい、１３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、１４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。譲受人は申請地と隣接している宅地と住宅を購入し住居

されています。異議ございません。 

議    長   はい、１５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１４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、○○○○さ

ん、退席願います。 

○○番 委員   （退席） 

議    長   はい、それでは１２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。そば作りをしたいということです。異議ございません。 
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議    長   はい、議案第１号農地法第３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   ７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８７０㎡、

所有者は○○○、○○○○、使用目的及び規模は分譲住宅５棟２６２．９

０㎡、駐車場・庭園等６０７．１０㎡、合計８７０㎡、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２９年３月７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。 

○○番 委員   ○○番○○です。４月６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１１件、形状変更１件について現地調査を行

いました。１番、申請場所は○○○○から北へ約５０ｍ、現況は梅畑です。

隣接状況は北東側が市道、北西側が公衆用道路、南東側が宅地、南西側が

市道です。水利組合の同意もあります。転用理由は申請人は高齢のため、

また、近年の梅の安値もあり農業の縮小を考えていましたが、今回分譲住

宅に転用するものです。内容は分譲住宅５棟、駐車場と庭園を作ります。

排水等については合併処理後、雨水とともに既設の道路側溝へ排水します。

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。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。水利組合の同意もあり、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   ８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○○○○、地目は登記簿が畑、現況が雑種地、面積は７．

４９㎡、他４筆、合計８２６．５５㎡、賃貸人は○○○、○○○○、賃借

人は○○○、○○○○、使用目的及び規模はバス駐車場８２６．５５㎡、

着工日、工事期間は完了済、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。水利同意は不要でございます。始末書有りです。農地

を無許可で転用してはならないということを知らずに転用してしまいまし

た。今後、このような事態を起こさないように注意致しますのでお取計い
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下さいますようお願い致します。この土地は都市計画用途地域内（準住居

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、現況共に畑、面積は１０６㎡、譲渡人は○○○、

○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は物置３㎡、庭

１０３㎡、合計１０６㎡、着工日、工事期間は１２か月以内、農用地の内

外は平成２８年１１月２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

が休耕畑、面積は７５７㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、

○○○○、使用目的及び規模は分譲住宅３棟１６３．３６㎡、駐車場・道

路等５９３．６４㎡、合計７５７㎡、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２９年３月７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。この土地は周囲を道路と住宅地に囲まれた

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、現況共に畑、面積は１６５㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受

人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は車庫・物置７３．６３㎡、通

路９１．３７㎡、合計１６５㎡、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、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。５番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記

簿、現況共に畑、面積は７１６㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は

○○○、○○○○、使用目的及び規模は駐車場７１６㎡、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となっています。隣接

同意、水利同意は不要でございます。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。６番、土地の所在は○

○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は４５４㎡、他１筆、

合計４７８㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、

使用目的及び規模は分譲住宅２棟１２９．５１㎡、道路敷３４８．４９㎡、

合計４７８㎡、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２８年１１月２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、現況共に畑、

面積は１，１０４㎡の内８５７．５３㎡、賃貸人は○○○、○○○○、賃

借人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は太陽光発電施設８５７．５

３㎡、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２

８年１１月２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○○○○、地目は登記簿が田、現況が休耕田、面積

は１，２８４㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、

使用目的及び規模は太陽光発電施設１，２８４㎡、着工日、工事期間は許

可日より３か月以内、農用地の内外は平成２５年６月２５日に除外となっ

ています。隣接同意はございます。水利同意は不要でございます。この土
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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。９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

４６３㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用

目的及び規模は太陽光発電施設４６３㎡、着工日、工事期間は許可日より

３か月以内、農用地の内外は当初抜きとなっています。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。１０番、土地の所在は○○○字○○○

○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は３８６㎡、譲渡人は○○○、○○

○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は太陽光発電施設３

８６㎡、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。１１

番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況が雑種地、

面積は５５８㎡、他１筆、合計１，０４６㎡、譲渡人は○○○、○○○○、

譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は太陽光発電施設１，０４

６㎡、着工日、工事期間は許可日より７か月以内、農用地の内外は用途外

となっています。隣接同意は一部ございません。水利同意はございます。

始末書有ります。農地法に定められていることを知らずに平成７年に埋め

立ててしまいました。今後、このようなことが無いように十分注意いたし

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１１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。１番から５番までは私から報告させて頂きます。１番、

申請場所は○○○○より南東へ約２００ｍ、現況は雑種地です。始末書も

あります。隣接状況は東側は畑、山林、西側と南側が市道、北側が山林で

す。町内会と隣接の同意もあります。転用理由は市道拡幅工事に伴い残土

の搬入及び工事車両の通行により更地となっていましたが、バス駐車場用

地として賃貸借するものです。排水等は雨水は自然浸透及び申請地南西側

の既設水路へ排水します。問題ないと思います。２番、申請場所は○○○

○より北へ約３００ｍ、現況は梅畑です。隣接状況は東側は宅地、西側が

畑で同意あり、南側が畑で同意あり、北側が宅地です。水利組合の同意も

あります。転用理由は譲渡人は申請地を梅畑として利用していましたが、

消毒の際に隣接する譲受人の自宅や洗濯物に農薬が飛散するため対応に苦

慮していたところ、譲受人から購入したい旨の提案があり、譲渡するもの

です。内容は庭園、物置、雨水は自然浸透及び側溝へ排水します。問題な

いと思います。３番、申請場所は○○○○より北東へ約４００ｍ、現況は

休耕畑、隣接状況は東側と西側が畑で同意あり、南側が市道、北側が畑で

同意あり、水利組合の同意もあります。転用理由は譲渡人は遠方に住んで

いるため管理ができず、分譲住宅として申請するものです。内容は分譲住
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宅３棟、駐車場・道路等です。合併処理後雨水とともに新設する側溝を経

て市道側溝に排水します。問題ないと思います。４番、申請場所は○○○

○より北東へ約３００ｍ、現況は畑、隣接状況は東側と南側が譲渡人の畑、

西側が宅地、北側が市道です。水利組合の同意もあります。転用理由は譲

渡人は高齢で農作業が困難なため、近くに住む譲受人の車庫等として申請

するものです。雨水は自然浸透です。問題ないと思います。５番、申請場

所は○○○○より北へ約５０ｍ、現況は畑、隣接状況は東側と北側が山林、

西側と南側が宅地です。転用理由は譲渡人は高齢で農業を継続することが

困難となったため、駐車場用地として申請するものです。雨水は自然浸透

及び前面の排水路へ流します。問題ないと思います。以上です。 

○○番 委員   ○○番○○です。６番から報告いたします。６番、申請場所は○○○○よ

り北東へ約２００ｍ、現況は畑、隣接状況は北東側が畑で同意あり、北西

側と南東側が道路、南西側が市道です。転用理由は譲渡人は梅畑として利

用していましたが採算が合わないため分譲住宅として譲渡したく申請する

ものです。排水等は合併処理後新設する排水管へ、雨水は新設のＵ字溝か

ら集水桝を経て排水します。問題ないと思います。７番、申請場所は○○

○○より南東へ約７００ｍ、現況は休耕畑、隣接状況は東側と西側と北側

が畑で同意あり、南側が宅地です。水利組合の同意もあります。転用理由

は貸人は高齢でまた申請地への距離も遠いため、太陽光発電施設と駐車場

として賃貸借するものです。雨水は自然浸透及び西側に新設する側溝へ排

水します。問題ないと思います。８番、申請場所は○○○○から北東へ約

５００ｍ、現況は休耕田、隣接状況は北東側が公衆用道路、北西側が田で

同意あり、南東側が雑種地、南西側が田で同意あり、転用理由は申請地は

近年土地がやせてきており、譲渡人は農業経営の縮小を考えていたところ、

太陽光発電施設として申請するものです。雨水は自然浸透及び北東側の道

路側溝へ排水します。問題ないと思います。９番、申請場所は○○○○か

ら東へ約６００ｍ、現況は休耕畑、隣接状況は東側と西側が畑で同意あり、

南側が宅地、北側が里道です。転用理由は譲渡人は相続により承継したが

住居から遠く獣害もあり、太陽光発電施設として申請するものです。雨水

は自然浸透です。問題ないと思います。１０番、申請場所は○○○○から

東へ約４００ｍ、現況は茶畑です。隣接状況は東側が公衆用道路、西側と

北側が畑で同意あり、南側が宅地、転用理由は年齢的、体力的にも農業を

続けることが困難となり、規模の縮小を考えていたところ、太陽光発電施

設として申請するものです。雨水は自然浸透です。問題ないと思います。

１１番、申請場所は○○○○、現況は雑種地、隣接状況は周囲はすべて田

で同意については一筆の方のみが所在不明のためいただけておりません。

転用理由は譲渡人は遠方に住んでいて耕作できないため、太陽光発電施設

として申請するものです。雨水は自然浸透です。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。１番については、先月に取り下げがあり、改めてバス駐
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車場として申請されています。始末書もあり、隣接農地や排水も問題ない

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。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   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。隣接農地、水利組合の同意もあり、異議ございません。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。４番については現況は野菜畑から車庫にするということ

です。排水等も問題ないと思われますので異議ございません。５番につい

ては梅畑ですが、山の手から傾斜の付いた土地の形状になっています。裾

には水路があり、排水等も問題ないと思われますので異議ございません。 

議    長   はい、６番。 

○○番 委員   ○○番○○です。住宅としては最適な場所です。現地調査委員さんが説明

していただきましたとおりでございます。異議ございません。 

議    長   はい、７番。 

○○番 委員   ○○番○○です。現地確認の結果、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。 

議    長   はい、９番。 

○○番 委員   ○○番○○です。９番と１０番については双方とも現地確認の結果、異議

ございません。 

議    長   はい、１１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。一部同意が得られていないのは、半世紀以上も休耕にな

っている田で問題ないと思います。異議ございません。 

議    長   はい、議案第３号農地法第５条申請１１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   １２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８８５

㎡、他１筆、合計９１９㎡、申請人は○○○、○○○○、変更理由は盛土

して野菜畑に変更したいであります。着工日、工事期間は許可日より８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。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番、申請場所は○○○○より東へ約３５０ｍ、現況は

畑、隣接状況は東側が宅地、西側が公衆用道路、南側が畑で同意あり、北

側が県道です。水利組合の同意もあります。理由はスモモが老木になり、

低地で排水が悪いため盛土して野菜畑に変更するものです。盛土は４５ｃ
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ｍ、雨水は自然浸透及び県道側溝へ排水します。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。５０ｃｍ弱程度、盛土するそうです。異議ございません。 

議    長   はい、議案第４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ページをお願いします。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目

は登記簿、現況共に畑、面積は１，５０３㎡、他１筆、合計２，４３９㎡、

売渡人は○○○、○○○○、買受人は○○○、○○○○、成立日は平成２

９年３月１４日、価格は２４０万円です。あっせん委員は○○○○委員、

○○○○委員、○○○○委員です。２番、土地の所在は○○○字○○○○、

地目は登記簿が田、現況が畑、面積は２７６㎡、他２筆、合計７５１㎡、

売渡人は○○○、○○○○、買受人は○○○、○○○○、成立日は平成２

９年３月１４日、価格は２００万円です。あっせん委員は○○○○委員、

○○○○委員、○○○○委員です。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。あっせんの顛末の報告をお願いします。そ

れでは１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番については先月、譲渡人宅であっせんを行いました。

希望価格よりは下がりましたが、無事成立しております。以上です。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。この梅畑については譲受人の梅畑と隣接しており、以前

から管理をしておりました。あっせんもスムーズに成立しています。以上

です。 

議    長   はい、ありがとうございます。只今の報告について、ご意見ご質問はござ

いませんか。 

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号農地法施行規制第２９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。 

岡内  係長   １４ページをお願いします。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目

は登記簿、現況共に田、面積は７２２㎡、届出人は○○○、○○○○、使

用目的及び規模は農業用倉庫６１．９２㎡、転用面積１２０．６４㎡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１，３１０㎡、届出人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は農業用

倉庫８９．６㎡、転用面積１９８㎡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。 

         （なしの声あり。） 
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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、報

告第３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。 

岡内  係長   １５ページをお願いします。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目

は登記簿が田、現況が畑、１，０１８㎡、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７月３

日です。以上１件、ご報告申し上げます。 

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、報告とさせていただきます。それでは他の案

件ですが、３月の県農業会議提出案件の４条申請２件、５条申請２２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、事務局からご報告がございます。 

岡内  係長   土地対策課から地籍調査の結果についての協議についての報告あり。 

平田  局長   農業委員及び推進委員の選任と視察研修についての報告あり。 

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５２分終了 


