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田辺市農業委員会議事録 

平成２９年１２月４日（月）午後３時 田辺市役所別館 3 階 大会議室 

農業委員数１９名 

出席者１９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   １２番 鈴木 直孝  

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                                    

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  １２番 鈴木 直孝   １３番 上森  力 

      

議    長   皆さん、こんにちは。１１月２９日と３０日の２日間、東京で集会がござ

いました。初日は農業者年金１３万人の加入者に向けてのお話があり、こ

れを踏まえまして、委員皆さんにおかれましても新たな加入促進をお願い

いたします。翌日は全国農業委員会会長代表者集会があり、全国的に農地

の貸し借りができていないという内容でございました。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、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 田上   それでは、農用地利用集積計画の合意解約について報告させていただきま

す。１番、〇〇〇字〇〇〇〇、田の１，１４７㎡、貸人は〇〇〇、〇〇〇

〇、借人は〇〇〇、〇〇〇〇、賃貸借の合意解約をした日は平成２９年１

１月１０日です。２番、〇〇〇字〇〇〇〇、田の６２１㎡、他４筆、合計

３，１６１㎡、貸人は〇〇〇、〇〇〇〇、借人は〇〇〇、〇〇〇〇、使用

貸借の合意解約をした日は、平成２９年１１月１０日です。３番、〇〇〇

字〇〇〇〇、田の４９９㎡、他２筆、合計１，６９４㎡、貸人は〇〇〇、

〇〇〇〇、借人は〇〇〇、〇〇〇〇、賃貸借の合意解約をした日は平成２

９年１１月１０日です。４番、〇〇〇字〇〇〇〇、田の５１２㎡、他５筆、

合計４，０６３㎡、貸人は〇〇〇、〇〇〇〇、借人は〇〇〇、〇〇〇〇、

賃貸借の合意解約をした日は、平成２９年１１月１０日です。５番、〇〇

〇字〇〇〇〇、田の１，６６６㎡、他２筆、合計３，７４１㎡、貸人は〇

〇〇、〇〇〇〇、借人は〇〇〇、〇〇〇〇、賃貸借の合意解約をした日は

平成２９年１１月１０日です。６番、〇〇〇字〇〇〇〇、田の７５７㎡、

貸人は〇〇〇、〇〇〇〇、借人は〇〇〇、〇〇〇〇、賃貸借の合意解約を

した日は、平成２９年１１月２７日です。引き続き、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、〇〇〇字〇〇〇〇、畑、４４０㎡、貸し手は〇〇〇、

〇〇〇〇、借り手は〇〇〇、〇〇〇〇、使用貸借のみかん、期間は平成３
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０年１月１日から平成３４年１２月３１日の更新です。２番、〇〇〇字〇

〇〇〇、畑、４５６㎡、貸し手は〇〇〇、〇〇〇〇、借り手は〇〇〇、〇

〇〇〇、賃貸借の梅、年間２万円・持参払い、期間は平成３０年１月１日

から平成３１年１２月３１日の更新です。３番、〇〇〇字〇〇〇〇、田、

４７８㎡、貸し手は〇〇〇、〇〇〇〇、借り手は〇〇〇、〇〇〇〇、賃貸

借の野菜、年間１万円・口座払い、期間は平成３０年１月１日から平成３

１年１２月３１日の更新です。４番、〇〇〇字〇〇〇〇、畑、１，３４５

㎡、他１筆、合計２，３７６㎡、貸し手は〇〇〇、〇〇〇〇、借り手は〇

〇〇、〇〇〇〇、使用貸借の梅、期間は平成３０年１月１日から平成３５

年１２月３１日の新規です。５番、〇〇〇字〇〇〇〇、畑、１，１４７㎡、

貸し手は〇〇〇、〇〇〇〇、借り手は〇〇〇、〇〇〇〇、使用貸借の野菜、

期間は平成３０年１月１日から平成３４年１２月３１日の新規です。６番、

〇〇〇字〇〇〇〇、畑、６２１㎡、他４筆、合計３，１６１㎡、貸し手は

〇〇〇、〇〇〇〇、借り手は〇〇〇、〇〇〇〇、使用貸借の野菜、期間は

平成３０年１月１日から平成３４年１２月３１日の新規です。７番、〇〇

〇字〇〇〇〇、畑、４９９㎡、他２筆、合計１，６９４㎡、貸し手は〇〇

〇、〇〇〇〇、借り手は〇〇〇、〇〇〇〇、使用貸借の野菜、期間は平成

３０年１月１日から平成３４年１２月３１日の新規です。８番、〇〇〇字

〇〇〇〇、畑、５１２㎡、他５筆、合計４，０６３㎡、貸し手は〇〇〇、

〇〇〇〇、借り手は〇〇〇、〇〇〇〇、使用貸借の野菜、期間は平成３０

年１月１日から平成３４年１２月３１日の新規です。９番、〇〇〇字〇〇

〇〇、田、１，４８０㎡、他２筆、合計３，７４１㎡、貸し手は〇〇〇、

〇〇〇〇、借り手は〇〇〇、〇〇〇〇、使用貸借のそば、期間は平成３０

年１月１日から平成４０年１２月３１日の新規です。１０番、〇〇〇字〇

〇〇〇、畑、８２９㎡、貸し手は〇〇〇、〇〇〇〇、借り手は〇〇〇、〇

〇〇〇、使用貸借の梅、期間は平成３０年１月１日から平成６０年１２月

３１日の更新です。１１番、〇〇〇字〇〇〇〇、田、７５７㎡、貸し手は

〇〇〇、〇〇〇〇、借り手は〇〇〇、〇〇〇〇、使用貸借の水稲、期間は

平成３０年１月１日から平成５５年１２月３１日の新規です。１２番、〇

〇〇字〇〇〇〇、畑、６８２㎡、貸し手は〇〇〇、〇〇〇〇、借り手は〇

〇〇、〇〇〇〇、使用貸借の野菜、期間は平成３０年１月１日から平成３

５年１２月３１日の新規です。１３番、〇〇〇字〇〇〇〇、畑、２，１３

９㎡、貸し手は〇〇〇、〇〇〇〇、借り手は〇〇〇、〇〇〇〇、賃貸借の

野菜、年間１０万円・口座払い、期間は平成３０年１月１日から平成３５

年１２月３１日の新規です。１４番、〇〇〇字〇〇〇〇、畑、１，８３１

㎡、貸し手は〇〇〇、〇〇〇〇、借り手は〇〇〇、〇〇〇〇、賃貸借の梅、

年間３万円・口座払い、期間は平成３０年１月１日から平成４９年１２月

３１日の新規です。１５番、〇〇〇字〇〇〇〇、畑、１，６３８㎡、貸し

手は〇〇〇、〇〇〇〇、借り手は〇〇〇、〇〇〇〇、使用貸借の梅、期間

は平成３０年１月１日から平成３９年１２月３１日の新規です。合計１５

件、２９筆、２５，４３２㎡、貸し手１４名、借り手８名です。ご審議を

よろしくお願いいたします。 
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議    長   はい、ありがとうございます。それでは農用地利用集積計画の合意解約に

ついて、ご意見、ご質問はございませんか。 

委員  全員   なし。 

議    長   はい、なければ報告と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について、ご審

議お願いします。１番。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。１番について異議ございません。 

議    長   はい、２番。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。２番と３番については更新ですので、異議ございません。

４番については新規ですが、今までも耕作しておりました。異議ございま

せん。 

議    長   はい、５番。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。５番から９番について異議ございません。 

議    長   はい、１０番。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。９番と１１番について異議ございません。 

議    長   はい、１２番。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。１２番と１３番について異議ございません。 

議    長   はい、１４番。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。１４番について異議ございません。 

議    長   はい、１５番。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。１５番について異議ございません。 

議    長   はい、以上１５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、ございません。本日の会議録

署名委員に、１２番鈴木直孝委員さん、１３番上森力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５号農地の形状変更願について、議案第６号許可の取消願（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４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。 

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、土地の所在は〇〇〇字〇〇〇〇、地目は登記簿、現況共

に畑、面積は１，７６０㎡、他１筆、合計２，０４１㎡、譲渡人は〇〇〇、

〇〇〇〇、譲受人は〇〇〇、〇〇〇〇、売買です。２番、土地の所在は〇

〇〇字〇〇〇〇、地目は登記簿、現況共に畑、面積は１，２７７㎡、譲渡
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人は〇〇〇、〇〇〇〇、譲受人は〇〇〇、〇〇〇〇、あっせんによる売買

です。３番、土地の所在は〇〇〇字〇〇〇〇、地目は登記簿、現況共に畑、

面積は４，９５１㎡、譲渡人は〇〇〇、〇〇〇〇、譲受人は〇〇〇、〇〇

〇〇、売買です。４番、土地の所在は〇〇〇字〇〇〇〇、地目は登記簿、

現況共に畑、面積は５４７㎡、譲渡人は〇〇〇、〇〇〇〇、譲受人は〇〇

〇、〇〇〇〇、売買です。５番、土地の所在は〇〇〇字〇〇〇〇、地目は

登記簿、現況共に畑、面積は４０７㎡、他４筆、合計１，２９１㎡、譲渡

人は〇〇〇、〇〇〇〇、譲受人は〇〇〇、〇〇〇〇、売買です。６番、土

地の所在は〇〇〇字〇〇〇〇、地目は登記簿、現況共に畑、面積は２３０

㎡、譲渡人は〇〇〇、〇〇〇〇、譲受人は〇〇〇、〇〇〇〇、売買です。

以上６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条申請の逐条審議をお願いします。それでは

１番。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。譲渡人は兼業をしており、その兼業が忙しくなってきた

ということです。譲受人は農業を盛んにされている方です。異議ございま

せん。 

議    長   はい、２番。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。あっせんによる売買です。異議ございません。 

議    長   はい、３番。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。異議ございません。 

議    長   はい、４番。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。異議ございません。 

議    長   はい、５番。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。以前に譲渡人の農地を買われており、この土地はその周

辺の農地です。異議ございません。 

議    長   はい、６番。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。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。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   ３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

の所在は〇〇〇字〇〇〇〇、地目は登記簿が田、現況が雑種地、面積は２

２９㎡、他２筆、合計１，６３２㎡、所有者は〇〇〇、〇〇〇〇、使用目

的及び規模は資材置場・駐車場１，４０３㎡、公衆用道路２２９㎡、合計

１，６３２㎡、着工日、工事期間は完成済、農用地の内外は平成２９年１

１月９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。今般、農地法第４条第１項の規定による許可申請を行いまし
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たが、許可前に整地作業を行ったことに深く反省しております。今後、こ

のようなことを繰り返さないよう気を付けますのでよろしくお取り計らい

下さいますようお願い申し上げます。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。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。１１月２８日に事務局から２名、〇〇〇〇委員と私の合

計４名で４条申請１件、５条申請８件、形状変更１件について現地調査を

行いました。１番、申請場所は〇〇〇〇より北へ約６００ｍ、現況は雑種

地です。隣接状況は周囲は田畑で同意あります。地元水利組合の同意もあ

ります。転用理由は申請者は農業のほか建設業を営んでおり、耕作に要す

る時間がなく放置しておりましたが、業務の拡充に伴い資材置場及び駐車

場が必要となったため転用するものです。排水等は自然浸透及び西側及び

東側排水路へ流します。始末書もあり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。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。現地調査委員さんの報告のとおりです。この一帯は約１

０年、耕作放棄地です。始末書付きの転用ですが、申請者の別の農地は耕

作されています。東側の水路も機能を果たしております。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３号

農地法第５条申請と関連して議案第６号許可の取消願（農地法第５条）に

ついて事務局の説明をお願い申し上げます。 

岡内  係長   ９ページをお願いします。議案第６号許可の取消願（農地法第５条）です。

１番、土地の所在は〇〇〇字〇〇〇〇、地目は登記簿、現況共に畑、面積

は４６２㎡、譲渡人は〇〇〇、〇〇〇〇、譲受人は〇〇〇、〇〇〇〇、使

用目的及び規模は住宅１棟８５㎡、駐車場・庭園等３７７㎡、合計４６２

㎡、許可日は平成２９年１０月３１日、許可番号は和歌山県指令西農農地

第２９５０４９号、理由は譲受人２名の話し合いにより、持分に変更が生

じたためです。以上１件について、ご審議の程よろしくお願いします。引

き続き、４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、土地の所在は〇〇〇字〇〇〇〇、地目は登記簿、現況共に畑、面積は

４６２㎡、譲渡人は〇〇〇、〇〇〇〇、譲受人は〇〇〇、〇〇〇〇、使用

目的及び規模は住宅１棟８５㎡、駐車場・庭園等３７７㎡、合計４６２㎡、

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１

０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、

土地の所在は〇〇〇字〇〇〇〇、地目は登記簿、現況共に畑、面積は１３
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１㎡、他４筆、合計１，４４９㎡、譲渡人は〇〇〇、〇〇〇〇、譲受人は

〇〇〇、〇〇〇〇、使用目的及び規模は太陽光発電施設１，４４９㎡、着

工日、工事期間は１２か月以内、農用地の内外は平成２９年３月３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

河川と住宅に囲まれた農地で、第２種農地です。３番、土地の所在は〇〇

〇字〇〇〇〇、地目は登記簿、現況共に畑、面積は１，４４９㎡、譲渡人

は〇〇〇、〇〇〇〇、譲受人は〇〇〇、〇〇〇〇、使用目的及び規模は梅

樽置場１，０３７㎡、作業場４１２㎡、合計１，４４９㎡、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２９年１１月９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

河川と住宅に囲まれた農地で、第２種農地です。４番、土地の所在は〇〇

〇字〇〇〇〇、地目は登記簿が田、現況が休耕畑、面積は７９９㎡、譲渡

人は〇〇〇、〇〇〇〇、譲受人は〇〇〇、〇〇〇〇、使用目的及び規模は

建設機材・資材置場６６５㎡、道路等１３４㎡、合計７９９㎡、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。５番、土地の所在は

〇〇〇字〇〇〇〇、地目は登記簿、現況共に田、面積は１，２１４㎡、譲

渡人は〇〇〇、〇〇〇〇、譲受人は〇〇〇、〇〇〇〇、使用目的及び規模

は分譲住宅１０棟５５９．６０㎡、駐車場・道路１，８２０．４０㎡、合

計２，３８０㎡、着工日、工事期間は６か月以内、農用地の内外は平成２

９年１１月９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、

土地の所在は〇〇〇字〇〇〇〇、地目は登記簿が田、現況が畑、面積は１，

１６６㎡、譲渡人は〇〇〇、〇〇〇〇、譲受人は〇〇〇、〇〇〇〇、使用

目的及び規模は分譲住宅１０棟５５９．６０㎡、駐車場・道路１，８２０．

４０㎡、合計２，３８０㎡、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１１月９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。７番、土地の所在は〇〇〇字〇〇〇〇、地目は登記簿が

田、現況が休耕田、面積は２，００４㎡、譲渡人は〇〇〇、〇〇〇〇、譲

受人は〇〇〇、〇〇〇〇、使用目的及び規模は分譲住宅１０棟３８０．９

０㎡、駐車場・道路等１，６２３．１０㎡、合計２，００４㎡、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１１月９

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。８番、土地の所

在は〇〇〇字〇〇〇〇、地目は登記簿が畑、現況が休耕畑、面積は３３㎡、

譲渡人は〇〇〇、〇〇〇〇、譲受人は〇〇〇、〇〇〇〇、使用目的及び規

模は駐車場３３㎡、着工日、工事期間は３か月以内、農用地の内外は平成

２９年１１月９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。

９番、土地の所在は〇〇〇字〇〇〇〇、地目は登記簿が畑、現況が休耕畑、
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面積は７５９㎡、譲渡人は〇〇〇、〇〇〇〇、譲受人は〇〇〇、〇〇〇〇、

使用目的及び規模は太陽光発電施設７５９㎡、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１種住居地域）

にありますので、第３種農地です。以上９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。なお、１番につきましては１０月に現地調査済み

となっております。では２番からお願いします。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。２番、申請場所は〇〇〇〇より南西へ約４５０ｍ、現況

は梅畑です。隣接状況は東側、北側が河川敷、南側が雑種地、西側が畑で

同意あります。区長の同意もあります。転用理由は譲渡人は健康上の理由

から農業ができなくなり、農業後継者もいないため農業経営の縮小を考え

ていたところ、娘である譲受人に太陽光発電施設用地として譲渡するもの

です。パネル３００枚、４９．５kw 発電設備です。切土が約３ｍ、盛土

が約１．５ｍです。排水は自然浸透及び西側水路へ排水します。問題ない

と思います。３番、申請場所は〇〇〇〇より南へ約１００ｍ、現況は梅畑

です。隣接状況は東側が宅地、南側、西側が河川敷、北側が畑で同意あり、

区長の同意もあります。転用理由は譲渡人は高齢で後継者もないため、梅

樽置場として譲渡するものです。切盛土なし、排水等は自然浸透及び河川

へ排水します。問題ないと思います。４番、申請場所は〇〇〇〇より北へ

約１ｋｍ、現況は休耕畑です。隣接状況は東側、南側が田で同意あり、西

側が県道、北側が畑で同意あり、地元水利組合の同意もあります。転用理

由は譲渡人は和歌山市で生活をしており、土木建設会社の資材置場等とし

て譲渡するものです。切盛土なし、雨水は自然浸透及び南東側、北東側の

水路へ排水します。問題ないと思います。５番と６番は同事業です。申請

場所は〇〇〇〇より北へ約３００ｍ、現況は田です。隣接状況は南側、北

側が市道、東側、西側が田で同意あり、地元水利組合の同意もあります。

転用理由は譲渡人は高齢のため農業経営の縮小を考えていたところ、分譲

住宅用地として譲渡するものです。分譲住宅１０棟、盛土約１ｍ、排水等

は汚水及び雑排水は合併処理後、雨水とともに新設排水路を経て市道側溝

へ放流します。問題ないと思います。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。７番から私が説明します。７番、申請場所は〇〇〇〇よ

り南西へ約２００ｍ、現況は休耕田です。隣接状況は南側が田で同意あり、

北側が県道、南側が宅地、西側が田で同意あり、地元水利組合の同意もあ

ります。転用理由は譲渡人は相続により申請地を取得しましたが、分譲住

宅用地として譲渡するものです。分譲住宅１０棟、盛土が約１１５ｃｍ、

排水等は汚水及び雑排水は合併処理後、雨水とともに新設の排水路を経て

県道側溝へ放流します。問題ないと思います。８番、申請場所は〇〇〇〇

より北東へ約７００ｍ、現況は休耕畑です。隣接状況は東側が公衆用道路、

南側が市道、西側が畑で同意あり、北側が宅地で地元水利組合の同意もあ
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ります。転用理由は譲渡人が相続により取得しましたが、譲受人の駐車場

用地として譲渡するものです。雨水は自然浸透及び道路側溝へ排水します。

問題ないと思います。９番、申請場所は〇〇〇〇より北へ約１００ｍ、現

況は休耕畑です。隣接状況は東側、北側が畑で同意あり、南側が山林、西

側が市道、地元水利組合の同意もあります。転用理由は相続により取得し

ましたが、遠方に居住しているため耕作できず、太陽光発電用地として譲

渡するものです。パネル２７０枚、４９．５ｋｗ、整地のみ、雨水は自然

浸透及び市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す。それでは逐条審議をお願いします。１番。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。１番について異議ございません。 

議    長   はい、２番。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。親子です。異議ございません。 

議    長   はい、３番。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。３番と４番について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、５番。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。５番と６番については隣接同意もあり、異議ございませ

ん。７番についても隣接同意もあり、異議ございません。８番についても

異議ございません。 

議    長   はい、９番。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。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９件と議案第６号許可の取消願（農地

法第５条）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４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

お願いします。 

岡内  係長   ７ページをお願いします。議案第４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です。１番、土地の所在は〇〇〇字〇〇〇〇、地目

は登記簿が畑、現況が原野、面積は１，４３６㎡、申請人は〇〇〇、〇〇

〇〇、申請地は申請人の父が以前より梅を栽培しておりましたが、平成７

年８月頃より体力の衰えにより耕作できず放置した状況であり、現在原野

と化しております。２番、土地の所在は〇〇〇字〇〇〇〇、地目は登記簿

が畑、現況が雑種地、面積は２７２㎡、申請人は〇〇〇、〇〇〇〇、昭和

６２年３月２６日に父親から購入したが、遠方に居住している為、３０年

以上一度も耕作することなく現在に至っております。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。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。１番、申請場所は〇〇〇〇より東へ約１ｋｍ、現況は原

野です。隣接状況は東側、西側が山林、南側が公衆用道路、北側が用悪水
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路、非農地となった経緯ですが、申請地は申請人の父が以前より梅を栽培

していたが、平成７年頃より体力の衰えにより耕作できず放置した状態で、

現在原野と化しております。近隣及び地元農業委員の証明もあります。問

題ないと思います。２番、申請場所は〇〇〇〇より北へ約８０ｍ、現況は

雑種地、隣接状況は東側が雑種地、その他は宅地です。非農地となった経

緯ですが、昭和６２年に申請地を購入しましたが、申請者が遠方に居住し

ているため耕作できず、現在雑種地になっています。近隣及び地元農業委

員の証明もあります。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。それでは逐条審議をお願いします。１番。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。１番について異議ございません。 

議    長   はい、２番。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。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、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、議案第５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５号農地の形状変更願です。１番、土地

の所在は〇〇〇字〇〇〇〇、地目は登記簿、現況共に畑、面積は３５０㎡、

他１筆、合計７３８㎡、申請人は〇〇〇、〇〇〇〇、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。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。１番、申請場所は〇〇〇〇から北東へ約２５０ｍ、現況

は畑です。隣接状況は東側、南側、北側が田で同意あり、西側が市道です。

地元水利組合の同意もあります。変更理由は梅を植えているが湿くため盛

土して梅畑とするものです。内容は盛土８０ｃｍ、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す。それでは逐条審議をお願いします。１番。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。１番について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、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、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   １０ページをお願いします。１番、土地の所在は〇〇〇字〇〇〇〇、地目

は登記簿、現況共に畑、面積は１，２７７㎡、売渡人は〇〇〇、〇〇〇〇、

買受人は〇〇〇、〇〇〇〇、成立日は平成２９年１１月１３日、価格は１

２０万円です。あっせん委員は〇〇〇〇委員、〇〇〇〇委員、〇〇〇〇委
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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。あっせん委員の皆さんご苦労様でした。只

今の報告について、顛末の方よろしくお願いします。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。今回相続を終えて、あっせんを行いました。〇〇〇〇に

於きまして、私と〇〇〇〇委員さんと〇〇〇〇委員さんとご本人等にて、

金額のとおり成立いたしました。〇〇〇〇さんは農業に励んでおられます。

隣接にも所有の農地を持たれています。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。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。 

片井 企画員   １１ページをお願いします。１番、土地の所在は〇〇〇字〇〇〇〇、地目

は登記簿、現況共に畑、面積は１９２㎡の内７．８０㎡、他１筆、合計２

６６㎡の内８１．８０㎡、届出人は〇〇〇、〇〇〇〇、使用目的及び規模

は農業用倉庫５６㎡、転用面積８１．８０㎡です。２番、土地の所在は〇

〇〇字〇〇〇〇、地目は登記簿、現況共に畑、面積は８２２㎡の内２４．

８０㎡、届出人は〇〇〇、〇〇〇〇、使用目的及び規模は農業用倉庫２４．

８０㎡、転用面積２４．８０㎡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。） 

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、続き

まして、報告第３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。 

片井 企画員   １２ページをお願いします。１番、土地の所在は〇〇〇字〇〇〇〇、地目

は登記簿、現況共に田、面積は３７５㎡の内６．２５㎡、賃貸人は〇〇〇、

〇〇〇〇、賃借人は〇〇〇、〇〇〇〇、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。２番、土地の所在は〇〇〇字〇

〇〇〇、地目は登記簿、現況共に田、面積は１，７２６㎡の内６．２５㎡、

賃貸人は〇〇〇、〇〇〇〇、賃借人は〇〇〇、〇〇〇〇、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。３番、土地の

所在は〇〇〇字〇〇〇〇、地目は登記簿、現況共に田、面積は２２４㎡の

内９．１２㎡、賃貸人は〇〇〇、〇〇〇〇、賃借人は〇〇〇、〇〇〇〇、

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。４番、土地の所在は〇〇〇字〇〇〇〇、地目は登記簿、現況共に田、

面積は３８８㎡の内９．１２㎡、賃貸人は〇〇〇、〇〇〇〇、賃借人は〇

〇〇、〇〇〇〇、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４件、ご報告申し上げます。 

議    長   報告第３号の４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、続き

まして、報告第４号農地使用賃借契約の合意解約通知について、事務局か
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らの説明をお願いします。 

片井 企画員   １４ページをお願いします。１番、土地の所在は〇〇〇字〇〇〇〇、地目

は登記簿、現況共に田、面積は１，６６６㎡、他２筆、合計３，７４１㎡、

貸人は〇〇〇、〇〇〇〇、借人は〇〇〇、〇〇〇〇、使用貸借の合意解約

をした日は平成２９年１１月１６日です。理由は経営基盤強化促進法で利

用権設定を行うためです。以上１件、ご報告申し上げます。 

議    長   報告第４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４号、報告とさせていただきます。そ

れでは他の案件ですが、１１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、事務局からご報告がございます。 

平田  局長   太陽光発電施設設置に係る転用申請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４時３０分終了 


