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田辺市農業委員会議事録 

平成２９年８月１０日（木）午後２時 田辺市役所別館 ３階 大会議室 

農業委員数１９名 

出席者１８名 

１番 山崎 清弘  ２番 鈴木  明   ３番 棒引 昭治   ４番 前田  登        

 ５番 福嶋  隆  ６番 更井 寛司   ７番 廣田 純一郎  ８番 瀧本 和明 

９番 田中 壽一 １０番 青木  登  １１番 日下  崇   

１３番 上森  力 １４番 上中 悠司  １５番 岡上  達  １６番 川井 洋之 

１７番 長嶝 博司 １８番 松本 忠巳  １９番 峯園 五郎   

             

欠席者      １２番 鈴木 直孝                              

事務局      局長 平田 耕一  農地係長 岡内 伸午  企画員 片井 恵子 

会議録署名委員  ３番 鈴木  明     ４番 前田  登 

 

議    長   皆さん、こんにちは。本日は非常に暑い中、ご苦労様でございます。定例

会のメンバーも今回から今までの半数で行われます。皆さんのご協力よろ

しくお願い申し上げます。それでは８月１日付け、農業振興課で人事異動

がございましたので、北川課長から紹介願います。 

（北川課長から異動者の紹介） 

議    長   それでは最初に、農用地利用集積計画の合意解約の報告と田辺市農業経営

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 土屋   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、１，２５

６㎡、他１筆、合計１，７２４㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は

○○○、○○○○、使用貸借の野菜、期間は平成２９年９月１日から平成

３２年８月３１日の更新です。２番、○○○字○○○○、畑、８，５５０

㎡の内４，２７５㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○

○○、賃貸借の梅、年間８万円・口座払い、期間は平成２９年９月１日か

ら平成３９年８月３１日の更新です。３番、○○○字○○○○、畑、１，

８３６㎡、他６筆、合計６，３６４㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り

手は○○○、○○○○、賃貸借の梅、全体で年間１７７，９００円・口座

払い、期間は平成２９年９月１日から平成３４年８月３１日の更新です。

４番、○○○字○○○○、畑、４，０５９㎡、貸し手は○○○、○○○○、

借り手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平成２９年９月１日か

ら平成３９年８月３１日の新規です。５番、○○○字○○○○、畑、１，

０６４㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用

貸借のそば、期間は平成２９年９月１日から平成３４年８月３１日の新規

です。６番、○○○字○○○○、畑、６４１㎡、他１筆、合計１，４９３

㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の

そば、期間は平成２９年９月１日から平成３４年８月３１日の新規です。

７番、○○○字○○○○、畑、５６１㎡、他２筆、合計１，７８９㎡、貸
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し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借のそば、

期間は平成２９年９月１日から平成３４年８月３１日の新規です。８番、

○○○字○○○○、畑、４８６㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は

○○○、○○○○、使用貸借のそば、期間は平成２９年９月１日から平成

３４年８月３１日の新規です。９番、○○○字○○○○、畑、１，０７３

㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の

そば、期間は平成２９年９月１日から平成３４年８月３１日の新規です。

１０番、○○○字○○○○、畑、２９５㎡、他１筆、合計５０７㎡、貸し

手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借のそば、期

間は平成２９年９月１日から平成３４年８月３１日の新規です。合計１０

件、２１筆、２２，８３４㎡、貸し手１０名、借り手５名です。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。それでは逐条審議をお願いします。１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、２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、３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、４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。借り手の方は３町ほど耕作されております。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番についてはソバを作るということで、

地域としても大変喜んでいます。異議ございません。８番、９番、１０番

につきましても同様に異議ございません。 

議    長   以上１０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、１２番鈴木委員さんより欠席

の届けが出てございます。本日の会議録署名委員に、３番棒引昭治委員さ

ん、４番前田登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。 

片井 企画員   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７１３㎡、他２筆、合計７５６㎡、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、現況共に田、面積は３５３㎡、他２筆、合計１，
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６４１㎡、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０．８１㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○

○、贈与です。４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３５９㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○

○○、○○○○、あっせんによる売買です。５番、土地の所在は○○○字

○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は８７６㎡、他７筆、合計３，

９８５㎡、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、現況共に田、

面積は２０８㎡、他３筆、合計１，０６７㎡、譲渡人は○○○、○○○○、

譲受人は○○○、○○○○、贈与です。７番、土地の所在は○○○字○○

○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は１，１９２㎡、他２筆、合計７，

５６１㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買

です。以上７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７番を除いて、逐条審議をお願いし

ます。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。譲受人は自身の農地もきちんと耕作しております。異議

ございません。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。譲受人は自身の農地もきちんと耕作しております。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、４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、５番。 

○○番 委員   ○○番○○です。５番と６番については、贈与ですので異議ございません。 

議    長   はい、議案第１号農地法第３条申請６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７番の逐条審議

をお願いします。 

○○番 委員   ○○番○○です。譲渡人は体調を壊されております。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。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
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の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は３３７㎡、

所有者は○○○、○○○○、使用目的及び規模は太陽光発電施設３３７㎡、

着工日、工事期間は許可日より６ヶ月以内、農用地の内外は平成２９年６

月６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。２番、土地

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は４８２㎡、

所有者は○○○、○○○○、使用目的及び規模は共同住宅１棟８戸１７４．

７８㎡、駐車場等３０７．２２㎡、合計４８２㎡、着工日、工事期間は許

可日より７ヶ月以内、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（第一種中

高層住居専用地域）にありますので、第３種農地です。３番、土地の所在

は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は２９５㎡、他１

筆、合計３０９㎡、所有者は○○○、○○○○、使用目的及び規模は庭園

２９９．３０㎡、物置９．７０㎡、合計３０９㎡、着工日、工事期間は許

可日より７ヶ月以内、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。始末書有りです。平成２６年、２７年に申

請地に隣接する土地の転用許可をいただきマンション建設を行いました。

その当時、複数の土地を所有していたため、分合筆を行い、地番界を整理

したつもりでした。その後、自宅横に併設した農業用倉庫を直営工事によ

り行いましたが、境界線の認識がずれていたことが判明し、結果として所

定の手続きを怠ってしまいました。今後は厳重に注意しますので何卒寛大

なるご配慮をお願いします。この土地は都市計画用途地域内（第一種中高

層住居専用地域）にありますので、第３種農地です。以上３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。８月８日に事務局から２名、○○○○委員と私の合計４

名で４条申請３件、５条申請１１件、形状変更３件について現地調査を行

いました。１番、申請場所は○○○○より北西へ約２００ｍ、現況は梅畑

です。隣接状況は東側、西側、南側が田で同意あり、北側が市道です。地

元水利組合の同意があります。転用理由は夫婦で営農しているが、体力的

にも負担を感じるようになり規模縮小を考え、太陽光発電施設用地に転用

するものです。整地のみで排水等は自然浸透です。問題ないと思います。

２番、申請場所は○○○○より北へ約９００ｍ、現況は畑です。東側が申

請者所有の畑、西側、南側が宅地、北側が山林です。水利組合は不要です。

転用理由は農地全てを維持管理していくことが困難となってきており、共

同住宅１棟８戸に転用するものです。切土が１．３ｍ、盛土が約５０ｃｍ、

擁壁も約４０ｍ、排水等については合併処理後、既設の集水桝へ接続しま

す。問題ないと思います。３番も２番に隣接した土地で、目的は庭園及び

倉庫用地です。前回、許可された倉庫の一部がはみ出した状態となってい
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ます。始末書もございます。排水等は自然浸透及び北側既設の側溝へ排水

します。問題ないと思います。以上です。 

議    長   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報告のとおりです。異議ございませ

ん。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。２番について異議ございません。３番については当人も

反省しているということで異議ございません。 

議    長   はい、以上３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   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、現況共に畑、面積は３２６㎡、

貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は

住宅１棟１１５．２０㎡、駐車場外２１０．８０㎡、合計３２６㎡、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２２年１０月

１９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。２番、土地

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は３９５㎡、

貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は

住宅１棟１３９．１２㎡、駐車場・庭園等２５５．８８㎡、合計３９５㎡、

着工日、工事期間は許可日より１０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。始末

書有りです。私は県知事の許可が必要だと知らずに農地の一部に土砂を搬

入し埋め立てを行い、来客用駐車場として使用しておりました。このこと

については大変申し訳なく思っております。今後、このようなことがない

よう厳重に注意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。３番、土地の

所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は２８９㎡、

貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は

住宅１棟１００㎡、駐車場・通路１８９㎡、合計２８９㎡、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９１５㎡、賃貸人は○○○、○○○○、賃

借人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は店舗１棟２０６．６１㎡、

駐車場・通路１，６２５．３９㎡、合計１，８３２㎡、着工日、工事期間

は許可日より６か月以内、農用地の内外は当初抜きとなっています。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。５番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は
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登記簿が畑、現況が休耕畑、面積は９１７㎡、賃貸人は○○○、○○○○、

賃借人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は店舗１棟２０６．６１㎡、

駐車場・通路１，６２５．３９㎡、合計１，８３２㎡、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６月６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。６番、土地の所在は○○○字

○○○○、地目は登記簿、現況共に田、面積は４５９㎡、他１筆、合計１，

３９４㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用

目的及び規模は太陽光発電施設１，３９４㎡、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６月６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。７番、土地の所

在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に田、面積は７６０㎡、他

２筆、合計１，２０２㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、

○○○○、使用目的及び規模は太陽光発電施設１，２０２㎡、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１０月２８日、

と平成２９年６月６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。８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４２２㎡、他１筆、合計１，０７５㎡、

譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規

模は太陽光発電施設１，０７５㎡、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が一

部ございません。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。９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２５５㎡、譲渡人

は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は太

陽光発電施設２５５㎡、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。１０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９１３㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人

は○○○、○○○○、使用目的及び規模は太陽光発電施設９１３㎡、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となってい

ます。隣接同意はございますが一部ございません。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○○○○、地目は登記簿が畑、現況

が休耕畑、面積は７０７㎡、他１筆、合計１，０８０㎡、譲渡人は○○○、

○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は太陽光発電施

設１，０８０㎡、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
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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、申請場所は○○○○より南西へ約２５０ｍ、現況

は梅畑です。東側、西側、南側が市道と宅地で北側もほとんど宅地で一部

畑に隣接しており、同意もいただいており、地元水利組合の同意もありま

す。転用理由は周囲が宅地化されていて、息子の住宅用地として使用貸借

するものです。住宅１棟と駐車場で排水等は合併処理後雨水とともに市道

側溝へ排水します。問題ないと思います。２番、申請場所は○○○○より

東へ約５００ｍ、現況は梅畑ですが駐車場として利用しており、始末書も

あります。東側、西側が宅地、南側が市道、北側が畑で同意もあり、水利

組合の同意もあります。転用理由は農業経営の縮小を考えていたところ息

子の住宅用地として使用貸借するものです。住宅１棟と駐車場と庭園で切

土が約１ｍ、盛土が９０ｃｍ、排水等は合併処理後、北側隣接地の既存パ

イプへ排水管を接続し排水します。問題ないと思います。３番、申請場所

は○○○○より北東へ約４００ｍ、現況は梅畑です。東側、西側、北側が

畑で同意あり、南側が市道で水利組合の同意もあります。転用理由は孫の

住宅用地として使用貸借するということです。住宅１棟、駐車場で排水等

は自然浸透及び合併処理後南側の市道側溝へ排水します。問題はないと思

います。４番と５番は同一事業で、所有者が異なる案件です。申請場所は

○○○○より東へ約３００ｍ、現況は梅畑です。東側、北側が畑で同意あ

ります。南側が県道、西側が公衆用道路です。水利組合の同意もあります。

店舗は２０６㎡で駐車場と通路は１，６２５㎡、切土は６５ｃｍ、盛土は

１．２５ｍです。周囲には擁壁も設置します。雨水は敷地内側溝を経て北

側水路へ排水、雑排水は合併処理後、北側水路へ放流します。５番は田が

隣接しており、現況は畑です。４番と５番についても問題ないと思います。

以上です。 

○○番 委員   ○○番○○です。６番、申請場所は○○○○より南へ約５０ｍ、現況は休

耕田です。東側が里道、西側、南側、北側が畑で同意あります。転用理由

は申請地は用水の確保が困難となり休耕地となっており、また譲渡人には

農業後継者もなく、農業の縮小を考えていたところ太陽光発電施設用地と

して譲渡するものです。太陽光パネル３００枚、９０ｋｗ、整地のみです。

排水等は自然浸透です。問題ないと思います。７番、申請場所は○○○○

より南へ約１００ｍ、現況は休耕田です。東側が畑で同意あり、西側、南

側、北側が宅地と里道です。転用理由は申請地は用水確保に費用負担が発

生するため、稲作をあきらめ休耕地となっておりますが、近年草刈り等の

管理が負担となってきたため、太陽光発電施設用地として譲渡するもので

す。太陽光パネル２８８枚、７６ｋｗ、整地のみです。排水等は自然浸透

です。問題ないと思います。８番、申請場所は○○○○より東へ約３００

ｍ、現況は休耕田です。東側が畑で同意あり、西側が山林、南側が公衆用
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道路、北側が畑で隣接同意は一部ございません。水利同意はございます。

転用理由は譲渡人は高齢のため農業を行うことが困難となってきており、

また獣害もあり農地として利用することが困難なため太陽光発電施設用地

として譲渡するものです。太陽光パネル３２４枚、９５ｋｗで整地のみ、

排水等は自然浸透です。問題ないと思います。９番、申請場所は○○○○

より東へ約３００ｍ、現況は休耕田です。東側が雑種地、西側が畑で同意

あり、南側が公衆用道路、北側が宅地です。水利同意は不要でございます。

転用理由等は９番と同様です。問題ないと思います。１０番、申請場所は

○○○○より東へ約４００ｍ、現況は休耕畑です。東側が畑で同意なし、

西側が雑種地、南側が宅地、北側が里道で水利組合は不要です。転用理由

は相続により取得したが高齢のため管理ができず、獣害もあるため太陽光

発電施設用地として譲渡するものです。太陽光パネル２６０枚、７６ｋｗ、

切土盛土なし、排水等は自然浸透です。問題ないと思います。１１番、申

請場所は○○○○、現況は休耕畑です。隣接状況は東側が宅地、西側、南

側が畑で同意あり、北側が公衆用道路で水利組合は不要です。転用理由は

相続により取得したが高齢のため管理ができず、獣害もあるため太陽光発

電施設用地として譲渡するものです。太陽光パネル２４６枚、７２ｋｗで

整地のみ、排水等は自然浸透です。問題ないと思います。以上です。 

議    長   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番については息子さんの家を建築するものです。

異議ございません。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。３番については、お孫さんの家を建築するものです。異

議ございません。４番と５番については隣接の同意もあり、異議ございま

せん。 

議    長   はい、６番。 

○○番 委員   ○○番○○です。６番、７番については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、８番。 

○○番 委員   ○○番○○です。８番、９番、１０番については申請者の方に出会って確

認をしてまいりました。８番については一人の方の同意が得られていませ

んが、現地は人の背丈ぐらいの草が生えている休耕田です。異議ございま

せん。９番については現地調査委員さんの報告のとおりで異議ございませ

ん。１０番についても一人の方の同意が得られていませんが、隣接地とパ

ネルからは約２ｍ５０ｃｍ程離れているので、それほど影響はないかと思

います。異議ございません。 

議    長   はい、１１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１１番について異議ございません。 

議    長   はい、以上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
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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   ９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３２９㎡、

他１筆、合計１，０５０㎡、申請人は○○○、○○○○、変更理由は盛土

してみかん畑に変更したい。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。２番、土地の所在は○○○字○○○○、

地目は登記簿、現況共に田、面積は７７６㎡、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

１２か月以内、隣接同意はございます。水利同意は不要でございます。以

上２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○○○○から北東へ約７５０ｍ、現況

は畑です。東側、西側、南側、北側は畑で全て同意あります。水利組合の

同意もあります。８０ｃｍの盛土をしてみかん畑に変更します。排水は自

然浸透です。問題ないと思います。２番、申請場所は○○○○より南へ約

９００ｍ、現況は田、東側、西側が田で同意あり、南側が市道で北側が公

衆用道路です。水利は不要です。１．５ｍの盛土をして野菜畑に変更しま

す。排水は自然浸透です。問題ないと思います。以上です。 

議    長   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番については現地調査委員さんの報告のとおりです。

隣接同意、水利同意もあり異議ございません。 

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、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   １１ページをお願いします。１番、土地の所在は○○○、○○○○、地目

は登記簿が畑、現況が休耕畑、面積は３５９㎡、売渡人は○○○、○○○

○、買受人は○○○、○○○○、成立日は平成２９年７月６日、価格は３

０万円です。あっせん委員は○○○○委員、○○○○委員、○○○○委員

です。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。この土地は休耕畑ということで周りに迷惑を掛けないよ

う草刈り等の管理をされていました。○○○○さんの畑が隣接しており、

○○○○さんが買い受けるということになりました。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。） 
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議    長   ないようでございますので、農地等売渡あっせん成立の報告とさせていた

だきます。それでは他の案件ですが、７月の県農業会議提出案件の４条２

件、５条６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。 

平田  局長   農業委員会申し合わせ事項について説明あり。 

片井 企画員   農地相談について報告あり。 

岡内  係長   土地対策課からの地籍調査の結果と農地パトロールの日程と農業委員及び

推進委員の研修会の開催について報告あり。 

振興局五島氏   ほ場整備の推進について説明あり。 

地籍中田参事   地籍調査事業に伴う農地の取扱いについて説明あり。 

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４５分終了 


