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田辺市農業委員会議事録 

平成３０年２月９日（金）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１６名 

１番 山崎 清弘             ３番 棒引 昭治   ４番 前田  登        

           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 

          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      ２番 鈴木  明   ５番 福嶋  隆   １３番 上森  力            

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  １４番 上中 悠司    １５番 岡上  達 

 

議    長   皆さん、こんにちは。大変寒い日が続いております。梅の開花もかなり遅

れているようです。新聞でもご承知のとおり、太陽光発電施設の件に関し

ましては、県条例が制定されるということで、５０kw 以上の場合は地元説

明会等を義務付けられるようです。地元委員さんにおかれましても、その

ような場合は、きちんと状況を把握していただくとともに、現地調査にお

いても危険性等がありましたら進達していただきたいと思います。またそ

の他、都市計画区域等の見直しで、一部地域が準都市計画区域に指定され、

関係各所で市の説明会が行われています。この見直しによって、農業用施

設等の建築などに、少々制約等があるということでございます。それでは

早速進めさせていただきますが、議案に入る前に農業振興課から事業等の

説明がありますのでよろしくお願いします。 

農振課 土屋   農地保全対策事業の対象農地の確認について説明あり。 

農振課 尾花   人・農地プランについて説明あり。 

議    長   はい、ありがとうございます。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、〇〇〇、〇〇〇〇、土地の所在は〇〇〇字〇〇〇〇、面積は２．６

６㎡、他１筆、合計１７０．６６㎡、地目は登記簿、現況共に畑、申請の

理由は梅畑です。２番、〇〇〇、〇〇〇〇、土地の所在は〇〇〇字〇〇〇

〇、面積は１，２５９㎡、地目は登記簿、現況共に畑、申請の理由は梅畑

です。３番、〇〇〇、〇〇〇〇、土地の所在は〇〇〇字〇〇〇〇、面積は

７５２㎡、地目は登記簿、現況共に畑、申請の理由は梅畑です。以上３件、

編入合計２，１８１．６６㎡です。４番、〇〇〇、〇〇〇〇、土地の所在

は〇〇〇字〇〇〇〇、面積は１６３㎡、地目は登記簿、現況共に田、申請

の理由は駐車場です。５番、〇〇〇、〇〇〇〇、土地の所在は〇〇〇字〇

〇〇〇、面積は９３０㎡、地目は登記簿、現況共に畑、申請の理由は一般

住宅です。６番、〇〇〇、〇〇〇〇、土地の所在は〇〇〇字〇〇〇〇、面
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積は１，０７２㎡、地目は登記簿、現況共に畑、申請の理由は診療所です。

７番、〇〇〇、〇〇〇〇、土地の所在は〇〇〇字〇〇〇〇、面積は２，９

０７㎡、他１筆、合計４，５９５㎡、地目は登記簿、現況共に畑、申請の

理由は共同住宅・分譲住宅です。８番、〇〇〇、〇〇〇〇、土地の所在は

〇〇〇字〇〇〇〇、面積は３６１㎡、地目は登記簿、現況共に畑、申請の

理由は一般住宅です。９番、〇〇〇、〇〇〇〇、土地の所在は〇〇〇字〇

〇〇〇、面積は１，３９１㎡、地目は登記簿、現況共に畑、申請の理由は

農業用施設です。１０番、〇〇〇、〇〇〇〇、土地の所在は〇〇〇字〇〇

〇〇、面積は３１㎡、地目は登記簿、現況共に畑、申請の理由は資材置場

です。１１番、〇〇〇、〇〇〇〇、土地の所在は〇〇〇字〇〇〇〇、面積

は３９５㎡、地目は登記簿、現況共に畑、申請の理由は資材置場です。１

２番、〇〇〇、〇〇〇〇、土地の所在は〇〇〇字〇〇〇〇、面積は６６２

㎡、地目は登記簿、現況共に畑、申請の理由は駐車場です。１３番、〇〇

〇、〇〇〇〇、土地の所在は〇〇〇字〇〇〇〇、面積は９８５㎡、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。１４番、〇〇〇、

〇〇〇〇、土地の所在は〇〇〇字〇〇〇〇、面積は８４２㎡、地目は登記

簿が田、現況が畑、申請の理由は農業用施設です。１５番、〇〇〇、〇〇

〇〇、土地の所在は〇〇〇字〇〇〇〇、面積は３８４㎡、地目は登記簿、

現況共に畑、申請の理由は一般住宅です。１６番、〇〇〇、〇〇〇〇、土

地の所在は〇〇〇字〇〇〇〇、面積は２０２㎡、他２筆、合計１，２７２

㎡、地目は登記簿、現況共に畑、申請の理由は資材置場です。１７番、〇

〇〇、〇〇〇〇、土地の所在は〇〇〇字〇〇〇〇、面積は５１２㎡、地目

は登記簿、現況共に田、申請の理由は太陽光発電施設です。田辺農業振興

地域整備計画変更申請、編入３件、編入合計は２，１８１．６６㎡、除外

１４件、除外合計は１３，５９５㎡です。総計は１１，４１３．３４㎡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、〇〇〇、

〇〇〇〇、土地の所在は〇〇〇字〇〇〇〇、面積は４０９㎡、地目は登記

簿、現況共に田、申請の理由は資材置場です。２番、〇〇〇、〇〇〇〇、

土地の所在は〇〇〇字〇〇〇〇、面積は６．２５㎡、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。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４１５．２５㎡です。続きまして、中辺路

農業振興地域整備計画変更申請です。１番、〇〇〇、〇〇〇〇、土地の所

在は〇〇〇字〇〇〇〇、面積は２８７㎡、他１筆、合計３１６㎡、地目は

登記簿が田、現況が畑、申請の理由は駐車場です。２番、〇〇〇、〇〇〇

〇、土地の所在は〇〇〇字〇〇〇〇、面積は１８１㎡、他４筆、合計１，

４８６㎡、地目は登記簿が田、現況が畑、申請の理由は太陽光発電施設で

す。３番、〇〇〇、〇〇〇〇、土地の所在は〇〇〇字〇〇〇〇、面積は９．

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。

４番、〇〇〇、〇〇〇〇、土地の所在は〇〇〇字〇〇〇〇、面積は９．１

２㎡、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。５

番、〇〇〇、〇〇〇〇、土地の所在は〇〇〇字〇〇〇〇、面積は１，５０

７㎡、他３筆、合計２，６０９㎡、地目は登記簿、現況共に田、申請の理
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由は太陽光発電施設です。６番、〇〇〇、〇〇〇〇、土地の所在は〇〇〇

字〇〇〇〇、面積は６８０㎡、地目は登記簿、現況共に田、申請の理由は

太陽光発電施設です。中辺路農業振興地域整備計画変更申請、除外６件、

除外合計は５，１０９．２４㎡です。続きまして、本宮農業振興地域整備

計画変更申請です。１番、〇〇〇、〇〇〇〇、土地の所在は〇〇〇字〇〇

〇〇、面積は７０８㎡、他１筆、合計８３３㎡、地目は登記簿、現況共に

田、申請の理由は太陽光発電施設です。２番、〇〇〇、〇〇〇〇、土地の

所在は〇〇〇字〇〇〇〇、面積は８２２㎡、地目は登記簿、現況共に田、

申請の理由は太陽光発電施設です。３番、〇〇〇、〇〇〇〇、土地の所在

は〇〇〇字〇〇〇〇、面積は４１１㎡、他１筆、合計６５６㎡、地目は登

記簿、現況共に田、申請の理由は太陽光発電施設です。本宮農業振興地域

整備計画変更申請、除外３件、編入合計は２，３１１㎡です。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番お願いします。 

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番について異議ございません。 

議    長   はい、３番。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。３番について異議ございません。 

議    長   はい、４番。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。４番について異議ございません。 

議    長   はい、５番。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。５番、６番、７番について異議ございません。 

議    長   はい、８番。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。８番について異議ございません。 

議    長   はい、９番。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。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。１０番、１１番、１２番について異議ございません。 

議    長   はい、１３番。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。１３番から１７番について異議ございません。 

議    長   田辺農業振興地域整備計画変更申請の１７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。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。１番、２番について異議ございません。 

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、中辺路農

業振興地域整備計画変更申請の１番お願いします。 
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〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。１番、２番、３番、４番、５番、６番について異議ござ

いません。 

議    長   中辺路農業振興地域整備計画変更申請の６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、本宮農業

振興地域整備計画変更申請の１番お願いします。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。１番、２番、３番について異議ございません。 

議    長   本宮農業振興地域整備計画変更申請の３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、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について、事務局からの説明をお

願いします。 

農振課 土屋   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、畑の３，３５０㎡、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

１２月２８日です。２番、〇〇〇字〇〇〇〇、樹園地の５１９㎡、他１１

筆、合計６，３６２㎡、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３０年１月１９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、３１４㎡、

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５千円・口座払い、期間は平成３０年３月１日から平成３６年７月３１

日の新規です。２番、〇〇〇字〇〇〇〇、田、８４２㎡、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８千円・口座

払い、期間は平成３０年３月１日から平成３３年２月２８日の新規です。

３番、〇〇〇字〇〇〇〇、田、４２６㎡、他２筆、合計１，４３０㎡、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３月１日から平成３５年２月２８日の新規です。合計３

件、５筆、２，５８６㎡、貸し手３名、借り手２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。それでは合意解約について、ご意見、ご質

問はございませんか。 

         （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、利

用権の設定について、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。借り手の方の隣接農地です。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。２番について異議ございません。 

議    長   はい、３番。 
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〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。３番について異議ございません。 

議    長   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。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、２番鈴木明委員さん、５番福

嶋隆委員さん、１３番上森力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、１４番上中悠司委員さん、１５番岡上達委員さ

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号農地等売渡あっせん申出について、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１，４１９㎡、他２筆、合計２，０７１．３８㎡、譲渡人は

〇〇〇、〇〇〇〇、譲受人は〇〇〇、〇〇〇〇、贈与です。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２０８㎡、

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。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１５

２㎡、他１筆、合計５９８㎡、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、現況共に田、面積は６５７㎡、他２筆、合計１，２８７㎡、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、現況共に田、面積は１，０

４６㎡、他１筆、合計１，３７６㎡、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７，１０２㎡、他６筆、合計１２，８

３５㎡、譲渡人は〇〇〇、〇〇〇〇、譲受人は〇〇〇、〇〇〇〇、贈与で

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、現況が畑、

面積は１，１８６㎡、他３筆、合計２，７６２㎡、譲渡人は〇〇〇、〇〇

〇〇、譲受人は〇〇〇、〇〇〇〇、贈与です。８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２３８㎡、他７筆、合計

１，１２９㎡、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。９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２４４㎡、他１筆、合計４３７㎡、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。１０番、土地の所在は〇〇〇

字〇〇〇〇、地目は登記簿、現況が畑、面積は１９１㎡、他７筆、合計３，

６７２㎡、譲渡人は〇〇〇、〇〇〇〇、譲受人は〇〇〇、〇〇〇〇、贈与

です。１１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



6 

 

畑、面積は４０９㎡、他１筆、合計５４１㎡、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。１２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１３５㎡、他１筆、合

計３５３㎡、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１２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。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番について異議ございません。３番、４番、５番につ

いては同じ譲受人ですが、移住してきた方なので、ちょっとわかりません

でした。購入する農地も他の場所ということで、局長の方で事務局に来て

もらって話し合っていただいています。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。６番、７番、８番について、本人にお会いして説明して

いただきました。特に問題なく、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。〇〇〇〇さんは高齢で耕作できず、〇〇〇〇さんが買い

受けて耕作いたします。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。贈与です。異議ございません。 

議    長   はい、１１番。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。〇〇〇〇さんは体調を崩され、農業できないということ

です。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。譲渡人の〇〇〇〇さんは家と屋敷と当該農地を残して、

〇〇〇〇に転出され長いですが、この度、家と屋敷と当該農地を購入され、

耕作するということです。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１２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   ５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、現況共に畑、面積は９９７㎡、

所有者は〇〇〇、〇〇〇〇、使用目的及び規模は太陽光発電施設９９７㎡、

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、水利同意は不要です。この土地は都市計画用途地

域内（第一種低層住居専用地域）にありますので、第３種農地です。２番、
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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６１４㎡、所有者は〇〇〇、〇〇〇〇、使用目的及び規模は太陽光発電

施設６１４㎡、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。隣接同意はございます。

水利同意は不要です。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。３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２７７㎡、他２筆、合計６５６㎡、所有者は〇

〇〇、〇〇〇〇、使用目的及び規模は住宅１棟１１５．５２㎡、駐車場外

５４０．４８㎡、合計６５６㎡、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

意はございます。水利同意は不要です。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。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。現地調査報告を行います。去る２月７日、午前８時３０

分、中辺路行政局駐車場に〇〇〇〇委員さん、平田事務局長さん、岡内係

長さん、それに私の４名が集合いたしました。予め、事務局で調整してい

ただいておりました日程のうち、現地へ向かう順序について、国道３１１

号、小広付近の残雪による危険を回避するため、順序を変更して、〇〇〇

〇の４条２件の調査から始めました。続いて、旧田辺市内に移動して２条、

４条、５条にかかる６件の調査を行いました。昼食後、寒さも和らぎ、凍

結の心配もなくなったところで、〇〇〇〇に向かい、５条５件の調査を済

ませて午後３時頃、本宮行政局前で解散いたしました。なお、昨今、議論

の対象になっております４条及び５条に係る案件に対する同意のことにつ

いて概略を報告します。４条３件、５条８件計１１件に関する同意につい

て、水利組合が関係するものが２件で、ともに同意を得ており、残り９件

については同意不要であります。次に、隣接農地に関する同意について報

告します。１１件中、隣接する田が２２筆、畑が１９筆計４１筆で、うち

４０筆の関係者から同意を得ております。あと１筆は登記上の所有権者が

死亡しているため、相続が開始されておりまして、相続権者である息子さ

んの住所が、この申請書を事務局へ提出する時点ではわからなかったため

に添付いたしておりません。時間の都合上、申請地の位置につきましては、

議案書の備考欄にそれぞれ記載されておりますので、ご確認いただきます

ようよろしくお願いします。それでは、議案の順序により、４条の許可申

請について私から報告します。１番は地形の中心が少し谷間っており、東

南側及び北西側から緩やかに傾斜かかった面積９９７㎡の梅畑です。ここ

に発電用パネル３００枚を設置して出力９０ｋｗの太陽光発電を行うもの

であります。隣接地は東西及び南側ともに申請人の所有地で北側は山林で

あるため隣接農地の同意は不要で水利組合の同意も不要です。雨水は現地

における自然浸透です。転用理由としては、現在農業を営んでおりますが、
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自営で太陽光発電施設の導入を行い、労働力の配分と所得の向上のための

申請であり、問題がないものと思われます。２番は６１４㎡の休耕畑で、

東西に傾斜した地形です。工事施行に当たり切土及び盛土は行わず現状の

ままで、発電用パネル２２０枚を設置して出力５９．４ｋｗの発電を行う

計画です。隣接農地は畑が５筆でいずれも関係者の同意を得ております。

雨水は自然浸透です。申請地は当該農地を相続により取得したが、農業を

営むことがないため、太陽光発電施設の設置により、所得を得るというこ

とでありますので、問題がないものと思われます。３番は自己が所有する

休耕田３筆合わせて６５６㎡に６０ｃｍから１．２ｍの盛土を施して宅地

造成を行い、そこに１１５．５２㎡の住宅１棟と５４０．４８㎡の駐車場

等を整備するものです。申請人は稲作農業を営んでおりますが、自宅の老

朽化が進み、加えて、裏山が急傾斜地で危険な状況にあるため、住宅を新

築して転居するものです。生活雑排水は合併浄化槽を設置して処理した後、

雨水とともに隣接市道の側溝に放流する計画です。また、隣接する農地５

筆の相続人代表及び現在耕作人の同意も得ておりますので問題がないもの

と思われます。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。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、３番について異議ございません。 

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   ６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１５５㎡、

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・植林１５５㎡、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

は不要です。この土地は都市計画用途地域内（準工業地域）にありますの

で、第３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４７４㎡、貸人は〇〇〇、〇〇〇〇、借人は〇〇

〇、〇〇〇〇、使用目的及び規模は住宅１棟１１４㎡、駐車場・庭園３６

０㎡、合計４７４㎡、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。３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１３９㎡、他１筆、合計１９７㎡、貸人は〇〇〇、〇〇

〇〇、借人は〇〇〇、〇〇〇〇、使用目的及び規模は住宅１棟９２．４２

㎡、駐車場・庭園１０４．５８㎡、合計１９７㎡、着工日、工事期間は許
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可日より１２か月以内、農用地の内外は平成２８年１１月１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１，０３３㎡、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１，０３３㎡、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。隣接同意は

ございます。水利同意は不要です。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。５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５５０㎡、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

５５０㎡、着工日、工事期間は３か月以内、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。隣接同意はございます。水利同意は不要

です。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。６番、土地の所在は〇〇〇字〇〇〇〇、地目は登記簿が田、現況が休

耕田、面積は１００㎡、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１００㎡、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。隣接同意はございます。水利同意は不要です。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２９

６㎡、他１筆、合計１，３３６㎡、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１，３３６㎡、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

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６１５㎡、

他１筆、合計１，１７５㎡、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１，１７５㎡、着工日、工

事期間は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。水利同意は不要です。委任されている行

政書士からの報告書です。隣接者の方は既に亡くなられており、長年耕作

放棄地となっており、流水、通風、日照、騒音など営農上の影響を及ぼす

ことがないと思われます。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８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。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。議案第３号５条申請１番について報告します。当該農地

は東側、西側及び南側は公衆用道路と北側は雑種地とに囲まれて、ポツン

と孤立した畑で、農用地としても用途外でありまして、面積が１５５㎡で
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す。所有者は高齢で、農地として耕作、管理することができない状況にあ

り、譲渡しようとするものであります。譲受人は、この土地を譲り受けた

後において整地のうえ、駐車場として整備を行い、活用するとともに一部

観賞用桜の苗木を植栽する計画であります。付近の状況から推し量って、

今後、農地として耕作することが至難と思われますので、申請通り進達す

ることが適当と認められます。２番について、当該農地は古木と思しき梅

の木があり、付近三方も同じような梅の木が植栽されておりました。一方、

西側は県道に隣接しておりまして、その県道路面より約１．２ｍほど下に

位置しております。この土地４７４㎡を娘婿である借受人に貸与するため

の申請であります。用途としては高さ５０ｃｍの盛土を施しながら宅地造

成を行い、一般住宅１棟１１４㎡及び駐車場並びに庭園を整備する計画で

あります。生活雑排水は合併浄化槽を設置して処理を行い、雨水とともに

隣接する県道の側溝に放流する計画です。本申請に係る同意については、

〇〇〇〇水利組合並びに隣接する畑の関係者４名の同意を得ております。

なお、使用貸借については、期限の定めのない契約を締結済みであります。

以上のことから問題なしと判断しました。３番について、この農地は畑２

筆合わせて１９７㎡を現在隣接する住宅に同居中の息子に貸与し、息子が

住宅１棟９２．４２㎡と駐車場及び庭園を整備するものです。本申請に係

る同意については、水利組合並びに東側に位置する田の相続人代表者の同

意を得ております。その他、南側、西側、北側は県道、市道及び宅地であ

るため同意は不要です。生活雑排水については、合併浄化槽を設置して処

理し、北側県道側溝へ雨水とともに放流する計画です。なお、宅地造成に

かかる切土及び盛土は工事の設計に入ってなく、現状のまま整地を行い造

成する予定です。使用貸借については、前の２番と同様、期限の定めのな

い契約を締結しております。以上のことから、本申請について、問題なし

と判断しました。これで、私からの議案第３号法第５条にかかる許可申請

１番から３番までの現地調査報告を終わります。これからの５条申請４番

から８番までと、議案第４号法第２条の証明願の案件に係る現地調査報告

については〇〇〇〇委員さんにお願いいたします。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。４番、５番、６番については申請場所は〇〇〇〇から東

へ約５００ｍ、隣接の農地であります。４番について隣接状況は東側、西

側、南側、北側はそれぞれ畑で隣接の同意あります。水利組合は不要です。

転用理由は譲渡人は遠方に居住し、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。内容はパネル２

２４枚、６６．０８ｋｗの発電設備で切盛土なしです。雨水は自然浸透で

す。問題ないと思います。５番、隣接状況は東側が公衆用道路、西側、東

側、北側が休耕田で同意あります。水利組合は不要です。転用理由は譲渡

人は相続により承継したが、遠方に居住してお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。内容はパネル

１４８枚、４３．６６ｋｗの発電設備で切盛土なしです。雨水は自然浸透

及び東側の道路側溝へ排水します。問題ないと思います。６番、隣接状況

は東側が公衆用道路、西側、東側、北側が休耕田で同意あります。水利組
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合は不要です。転用理由は譲渡人は遠方に居住し、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。

内容はパネル１４８枚、４３．６６ｋｗの発電設備で切盛土なしです。雨

水は自然浸透及び東側の道路側溝へ排水します。問題ないと思います。７

番、申請場所は〇〇〇〇から南西へ約２００ｍ、現況は休耕畑で周囲には

耕作地が見当たらない状況です。隣接状況は東側、西側、南側、北側が休

耕畑で同意あります。水利組合は不要です。転用理由は譲渡人は高齢で、

遠方に居住してお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。内容はパネル３２４枚、９５．５８ｋｗの

発電設備で切盛土なしです。雨水は自然浸透及び西側の既設側溝へ排水し

ます。問題ないと思います。８番、申請場所は〇〇〇〇から南西へ約２０

０ｍ、現況は休耕畑で周囲には耕作地が見当たらない状況です。隣接状況

は東側、南側、北側が休耕畑で同意あります。西側は１人の同意が得られ

ていませんが、本人が亡くられており、子供さんの住所も不明なため、や

むを得ないことと思います。水利組合は不要です。転用理由は申請地周辺

は獣害が多く、譲渡人は年齢的にも耕作することが困難となってきたので

太陽光発電施設用地として譲渡するものです。内容はパネル３２４枚、９

５．５８ｋｗの発電設備で切盛土なしです。雨水は自然浸透及び申請地中

央部の既設側溝へ排水します。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。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。１番、２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、３番。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。３番について異議ございません。 

議    長   はい、４番。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。４番、５番、６番について異議ございません。 

議    長   はい、７番。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。７番、８番について、８番の同意が得られていない方に

関しては身内の方にも相談しましたが、親族の方の住居等がわからないと

のことでした。太陽光発電に関しては地区としては理解しているとのこと

です。異議ございません。 

議    長   はい、以上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   ９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、現況が雑種地、面積は３３３㎡、申請人は〇〇〇、〇〇〇

〇、平成３年以前から北側部分では梅漬や選果に必要な作業場、梅漬タン

クが数基据付られ、南側部分では梅漬タンクやフォークリフトパレット置



12 

 

場、その余り部分は一体敷地内である東側倉庫や西側梅干場、北接の梅畑

への各進入路兼露天駐車場となっており現在に至っております。２番、土

地の所在は〇〇〇字〇〇〇〇、地目は登記簿が畑、現況が〇〇〇〇、面積

は３７０㎡、他２筆、合計２，７３９㎡、申請人は〇〇〇、〇〇〇〇、昭

和６１年に〇〇〇〇を開設、平成２年に梅畑を伐採し、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から北へ約６００ｍ、現況は

雑種地で農作業場等でした。隣接状況は東側、西側、北側が本人所有の畑、

南側が市道です。申請地は平成３年以前から梅漬けや選果を行うための作

業場や隣接する倉庫等への進入道路として利用し現在に至っています。近

隣住民及び地元農業委員の証明もありますので、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５００ｍ、現況は〇〇〇〇です。隣接

状況は東側が宅地と山林、西側が畑と宅地、南側が〇〇〇〇、北側が畑と

宅地と山林です。昭和６１年に申請地周辺の山林を伐採し〇〇〇〇を開設

した際に、申請地の一部へ〇〇〇〇を建築、その後、平成２年には梅畑を

伐採し現在に至っております。隣接農地所有者及び地元農業委員の証明も

ありますので、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。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番について異議ございません。 

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   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

等売渡あっせん申出について、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３，７４１㎡、作物は梅、１０アール当た

りの収穫量は２，０００ｋｇ、希望価格は２００万円、所有者は〇〇〇、

〇〇〇〇です。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。あっせんについて、地元委員さんの説明を

お願いします。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。申請人には息子がいますが、県外で仕事に就かれており

ます。姉も〇〇〇〇で耕作していることから、農業経営を縮小したいとい

うことで、あっせんの申出がありました。以上です。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、議案第５号農地等売渡あっせん

申出１件について、あっせんすることにご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、あっせん委員を私から指名させても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、地元の〇〇〇〇委員さん、推進委員の〇〇〇〇委員さん、〇〇

〇〇委員さんの３名です。よろしくお願いします。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４１９㎡の内１５３．３８㎡、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６４㎡、転用面積１５３．

３８㎡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２２７㎡の内５６．７０㎡、届出人は〇〇〇、〇〇〇〇、

使用目的及び規模は農作業用駐車場５６．７０㎡、転用面積５６．７０㎡

です。以上２件、ご報告申し上げます。 

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。それでは、続き

まして、追加議案がございます。上程させても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、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。 

片井 企画員   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、１，

１０６㎡、賃貸人は〇〇〇、〇〇〇〇、賃借人は〇〇〇、〇〇〇〇、賃貸

借の合意解約をした日は平成３０年１月３０日です。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、報告とさせていただきます。それではその他

の案件ですが、１月の県農業会議提出案件の４条４件、５条１３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、事務局から報告がございます。 

平田  局長   和歌山県条例案「太陽光発電事業の実施に関する条例（仮称）」について説

明あり。 

各   委員   条例の対象案件にかかる農地転用申請については、知事の承認後とするこ

と、また、すべての太陽光発電施設を条例の対象とすること、仮に対象が

５０kw（発電容量）以上となった場合、例えば、本来なら５０kw 以上で

対象となる事業にもかかわらず、工期を複数回に分けるなど、その対象容

量の上限を超えない範囲に抑えた案件等に対しても、対象から漏れること

がないよう規制していただきたい旨の要望あり。 

平田  局長   委員からの要望については、事務局を通じて県の担当に申し出ますとの回

答あり。 

議    長   他にございませんか。 
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（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２０分終了 


