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田辺市農業委員会議事録 

平成３０年３月９日（金）午後２時 大塔総合文化会館 １階 大会議室 

農業委員数１９名 

出席者１６名 

１番 山崎 清弘  ２番 鈴木  明   ３番 棒引 昭治            

 ５番 福嶋  隆             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            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      ４番 前田  登   ６番 更井 寛司   １４番 上中 悠司        

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  １８番 松本 忠巳  １９番 峯園 五郎 

 

議    長   皆さん、こんにちは。いよいよ年度末ですが、梅の花も一気に咲いたよう

であります。秋津川でも咲いたようで、地元委員さんから雨で散らないか

心配もしているとの話がありました。また、先日、テレビで１町５反ほど

の大きなハウスでパプリカを作っており、その大きさに驚いたところです。

いろんなところで工夫を凝らしている農業に感心しているところです。本

日は年度末ということでよろしくお願いします。 

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 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８３７㎡、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３０年１月

２５日です。２番、〇〇〇字〇〇〇〇、畑の１，４２８㎡、他１筆、合計

１，９４７㎡、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３０年１月２９日です。３番、〇〇〇字

〇〇〇〇、畑の４１０㎡、他１筆、合計１，１９６㎡、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３

０年２月１３日です。４番、〇〇〇字〇〇〇〇、田の１，０４４㎡、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３０年２月２６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、田、１，０３５㎡、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４月１日から平成３１年３月３１日の更新です。２番、〇〇〇字〇〇〇

〇、田、１，０７４㎡、貸し手は〇〇〇、〇〇〇〇、借り手は〇〇〇、〇

〇〇〇、賃貸借の水稲、年間２万円・口座払い、期間は平成３０年４月１

日から平成３３年３月３１日の更新です。３番、〇〇〇字〇〇〇〇、田、

１，０４６㎡、貸し手は〇〇〇、〇〇〇〇、借り手は〇〇〇、〇〇〇〇、
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賃貸借の水稲、年間米１俵・持参払い、期間は平成３０年４月１日から平

成３３年３月３１日の更新です。４番、〇〇〇字〇〇〇〇、田、１，５５

４㎡、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４月１日から平成３３年３月３１日の更新です。

５番、〇〇〇字〇〇〇〇、田、９９８㎡、貸し手は〇〇〇、〇〇〇〇、借

り手は〇〇〇、〇〇〇〇、賃貸借の水稲、年間米６０ｋｇ・持参払い、期

間は平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日の更新です。６番、〇

〇〇字〇〇〇〇、田、７７９㎡、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４月１日から平成３

１年３月３１日の更新です。７番、〇〇〇字〇〇〇〇、畑、５００㎡、他

１筆、合計３，５００㎡、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、全体で年間５万円・持参払い、期間は平成３０

年４月１日から平成３２年３月３１日の更新です。８番、〇〇〇字〇〇〇

〇、畑、１，３８９㎡、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２万円・持参払い、期間は平成３０年４月１

日から平成３５年３月３１日の更新です。９番、〇〇〇字〇〇〇〇、畑、

１，０１８㎡、他４筆、合計２，２１２㎡、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４月１日か

ら平成４０年３月３１日の更新です。１０番、〇〇〇字〇〇〇〇、畑、１

９６㎡、他３筆、合計２，３１１㎡、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・水稲、全体で年間米２斗、期間は平成

３０年４月１日から平成３２年３月３１日の更新です。１１番、〇〇〇字

〇〇〇〇、畑、５，４２９㎡、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・持参払い、期間は平成３０年４

月１日から平成３５年３月３１日の更新です。１２番、〇〇〇字〇〇〇〇、

田、１，１４７㎡、他１筆、合計１，８９７㎡、貸し手は〇〇〇、〇〇〇

〇、借り手は〇〇〇、〇〇〇〇、賃貸借の水稲、全体で年間米２０ｋｇ・

持参払い、期間は平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日の新規で

す。１３番、〇〇〇字〇〇〇〇、畑、９１５㎡、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３万円・口座払い、

期間は平成３０年４月１日から平成３３年３月３１日の更新です。１４番、

〇〇〇字〇〇〇〇、田、１，０８７㎡、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４月１日から

平成３３年３月３１日の更新です。１５番、〇〇〇字〇〇〇〇、田、１，

１４７㎡、他１筆、合計１，５２７㎡、貸し手は〇〇〇、〇〇〇〇、借り

手は〇〇〇、〇〇〇〇、賃貸借の水稲・野菜、全体で年間１万円・持参払

い、期間は平成３０年４月１日から平成３３年３月３１日の更新です。１

６番、〇〇〇字〇〇〇〇、畑、３５３㎡、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４月１日から

平成３５年３月３１日の更新です。１７番、〇〇〇字〇〇〇〇、畑、５１

５㎡、他２筆、合計２，０１５㎡、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４月１日から平成３
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５年３月３１日の更新です。１８番、〇〇〇字〇〇〇〇、畑、７９８㎡、

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４月１日から平成３２年３月３１日の更新です。１９番、

〇〇〇字〇〇〇〇、畑、９９６㎡、他１筆、合計２，３１６㎡、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、全体で年間

５万円・持参払い、期間は平成３０年４月１日から平成３３年３月３１日

の更新です。２０番、〇〇〇字〇〇〇〇、畑、８３７㎡、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

４月１日から平成３３年３月３１日の更新です。２１番、〇〇〇字〇〇〇

〇、畑、１，３０９㎡、他１筆、合計６，２５５㎡、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４

月１日から平成３３年３月３１日の更新です。２２番、〇〇〇字〇〇〇〇、

田、７０５㎡、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・持参払い、期間は平成３０年４月１日から平成

３３年３月３１日の更新です。２３番、〇〇〇字〇〇〇〇、畑、８９１㎡、

他１筆、合計１，９６１㎡、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４月１日から平成３３年３月

３１日の更新です。２４番、〇〇〇字〇〇〇〇、畑、３７３㎡、他４筆、

合計１，２２７㎡、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３０年４月１日から平成４０年３月３

１日の更新です。２５番、〇〇〇字〇〇〇〇、田、８８９㎡、他２筆、合

計２，３０３㎡、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、全体で年間３万５千円・口座払い、期間は平成３０年４月１

日から平成３４年３月３１日の更新です。２６番、〇〇〇字〇〇〇〇、畑、

１，４２８㎡、他１筆、合計１，９４７㎡、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３０年４月１

日から平成３６年３月３１日の新規です。２７番、〇〇〇字〇〇〇〇、田、

２７４㎡、他３筆、合計１，５５１㎡、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４月１日から

平成３２年３月３１日の更新です。２８番、〇〇〇字〇〇〇〇、畑、４２

６㎡、他１筆、合計６７７㎡、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４月１日から平成３５

年３月３１日の新規です。２９番、〇〇〇字〇〇〇〇、畑、５６５㎡、他

２筆、合計２，０６８㎡、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４月１日から平成３５年３

月３１日の更新です。３０番、〇〇〇字〇〇〇〇、畑、１，０４１㎡、他

６筆、合計６，４７８㎡、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４月１日から平成３５年３

月３１日の更新です。３１番、〇〇〇字〇〇〇〇、畑、５３５㎡、他２筆、

合計１，６４６㎡、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４月１日から平成３５年３月３１

日の新規です。３２番、〇〇〇字〇〇〇〇、畑、１，２０９㎡、貸し手は



4 

 

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４月１日から平成３５年３月３１日の更新です。３３番、〇〇

〇字〇〇〇〇、畑、４９４㎡、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４月１日から平成３６

年３月３１日の更新です。３４番、〇〇〇字〇〇〇〇、田、２３３㎡、貸

し手は〇〇〇、〇〇〇〇、借り手は〇〇〇、〇〇〇〇、賃貸借の水稲、年

間３千円・持参払い、期間は平成３０年４月１日から平成３５年３月３１

日の更新です。３５番、〇〇〇字〇〇〇〇、田、１６３㎡、貸し手は〇〇

〇、〇〇〇〇、借り手は〇〇〇、〇〇〇〇、賃貸借の水稲、年間千円・持

参払い、期間は平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日の更新です。

３６番、〇〇〇字〇〇〇〇、田、１８３㎡、貸し手は〇〇〇、〇〇〇〇、

借り手は〇〇〇、〇〇〇〇、賃貸借の水稲、年間千円・持参払い、期間は

平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日の更新です。３７番、〇〇

〇字〇〇〇〇、田、５３８㎡、他２筆、合計１，３９７㎡、貸し手は〇〇

〇、〇〇〇〇、借り手は〇〇〇、〇〇〇〇、賃貸借の水稲、全体で年間米

１０ｋｇ・持参払い、期間は平成３０年４月１日から平成３１年３月３１

日の新規です。３８番、〇〇〇字〇〇〇〇、田、５０２㎡、他２３筆、合

計８，６４１㎡、貸し手は〇〇〇、〇〇〇〇、借り手は〇〇〇、〇〇〇〇、

賃貸借の水稲、全体で年間米５俵・持参払い、期間は平成３０年４月１日

から平成３５年３月３１日の更新です。３９番、〇〇〇字〇〇〇〇、田、

８９２㎡、他４筆、合計２，４４１㎡、貸し手は〇〇〇、〇〇〇〇、借り

手は〇〇〇、〇〇〇〇、賃貸借の水稲、全体で年間２万円・持参払い、期

間は平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日の新規です。４０番、

〇〇〇字〇〇〇〇、田、８３３㎡、他７筆、合計４，２７０㎡、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４月１日から平成３５年３月３１日の更新です。４１番、〇〇

〇字〇〇〇〇、畑、３１４㎡、他２筆、合計１，４４９㎡、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４月１日から平成３２年６月３０日の新規です。４２番、〇〇〇字

〇〇〇〇、田、７９７㎡、他１筆、合計９５６㎡、貸し手は〇〇〇、〇〇

〇〇、借り手は〇〇〇、〇〇〇〇、賃貸借の水稲、全体で年間米１５ｋｇ、

期間は平成３０年４月１日から平成４０年３月３１日の更新です。４３番、

〇〇〇字〇〇〇〇、田、８４４㎡、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４月１日から平成

３５年３月３１日の更新です。４４番、〇〇〇字〇〇〇〇、田、４９０㎡、

他１筆、合計７２４㎡、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４月１日から平成３７年３月

３１日の更新です。４５番、〇〇〇字〇〇〇〇、田、６０８㎡、他１筆、

合計８７１㎡、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４月１日から平成３７年３月３１日の

新規です。４６番、〇〇〇字〇〇〇〇、田、９４８㎡、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
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年４月１日から平成３７年３月３１日の更新です。４７番、〇〇〇字〇〇

〇〇、田、５６８㎡、他２筆、合計２，４２７㎡、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４

月１日から平成３７年３月３１日の新規です。４８番、〇〇〇字〇〇〇〇、

田、１，３６０㎡、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４月１日から平成３７年３月３１

日の新規です。４９番、〇〇〇字〇〇〇〇、田、７２７㎡、他１筆、合計

１，５２０㎡、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４月１日から平成３７年３月３１日の

新規です。５０番、〇〇〇字〇〇〇〇、田、７５５㎡、他１筆、合計１，

０７８㎡、貸し手は〇〇〇、〇〇〇〇、借り手は〇〇〇、〇〇〇〇、賃貸

借の水稲、全体で年間玄米３０ｋｇ・持参払い、期間は平成３０年４月１

日から平成３５年３月３１日の更新です。５１番、〇〇〇字〇〇〇〇、畑、

４，９３４㎡、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７万５千円・持参払い、期間は平成３０年４月１日から

平成４０年３月３１日の更新です。５２番、〇〇〇字〇〇〇〇、畑、１９

８㎡、他１筆、合計１，７３１㎡、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４月１日から平成３

６年７月３１日の新規です。５３番、〇〇〇字〇〇〇〇、田、１，２５６

㎡、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４月１日から平成３３年３月３１日の新規です。

５４番、〇〇〇字〇〇〇〇、田、１，６２３㎡、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４月

１日から平成３３年３月３１日の新規です。５５番、〇〇〇字〇〇〇〇、

畑、８３７㎡、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４月１日から平成４０年３月３１日の新

規です。５６番、〇〇〇字〇〇〇〇、田、４２７㎡、他１筆、合計８９１

㎡、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、全体で年間１万円・口座払い、期間は平成３０年４月１日から平成３

６年３月３１日の新規です。５７番、〇〇〇字〇〇〇〇、田、６９６㎡、

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４月１日から平成３３年３月３１日の新規です。５８番、

〇〇〇字〇〇〇〇、畑、３，０７７㎡、他１筆、合計６，７１０㎡、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４月１日から平成４０年７月３１日の新規です。５９番、〇

〇〇字〇〇〇〇、畑、２，９９２㎡、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３

０年４月１日から平成４０年７月３１日の新規です。６０番、〇〇〇字〇

〇〇〇、畑、９７３㎡、他１筆、合計１，７３８㎡、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４

月１日から平成４０年３月３１日の新規です。６１番、〇〇〇字〇〇〇〇、

畑、８８０㎡、他１筆、合計１，３８１㎡、貸し手は〇〇〇、〇〇〇〇、
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借り手は〇〇〇、〇〇〇〇、使用貸借の梅、期間は平成３０年４月１日か

ら平成４０年３月３１日の新規です。６２番、〇〇〇字〇〇〇〇、畑、１，

７４７㎡の内１，７３４．４５㎡、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４月１日から平成４

０年３月３１日の新規です。６３番、〇〇〇字〇〇〇〇、畑、１６，１４

０㎡の内１５，８８２．４３㎡、他４筆、合計２８，０５９．０７㎡、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・みか

ん、全体で年間３万円・口座払い、期間は平成３０年４月１日から平成６

０年３月３１日の新規です。６４番、〇〇〇字〇〇〇〇、畑、３９８㎡、

他２筆、合計１，３０９㎡、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３０年４月１日から平成５０年

３月３１日の新規です。６５番、〇〇〇字〇〇〇〇、畑、１，０４６㎡、

他３筆、合計５，１２４㎡、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・みかん、期間は平成３０年４月１日から平成５

０年３月３１日の新規です。６６番、〇〇〇字〇〇〇〇、畑、３，７５１

㎡、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４月１日から平成５０年３月３１日の新規です。６

７番、〇〇〇字〇〇〇〇、畑、１，２３９㎡、他１筆、合計３，１１９㎡、

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４月１日から平成３３年３月３１日の新規です。６８番、

〇〇〇字〇〇〇〇、畑、５２８㎡、他３筆、合計５，０９４㎡、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４月１日から平成４０年３月３１日の新規です。６９番、〇〇〇

字〇〇〇〇、畑、１，７８２㎡、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４月１日から平成５０

年３月３１日の新規です。７０番、〇〇〇字〇〇〇〇、畑、８０８㎡、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４月１日から平成３６年３月３１日の新規です。合計７０

件、１７１筆、１６８，７４３．５２㎡、貸し手６４名、借り手３７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。それでは農用地利用集積計画の合意解約等

にについて、ご意見ご質問はありませんか。 

         （なしの声あり。） 

議    長   それでは、ないようでございますので、報告とさせていただきます。続い

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、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番から４番については更新で、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。更新ですので異議ございません。 

議    長   はい、１１番。 
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〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。１１番と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。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番と１５番について、更新です。異議ございません。 

議    長   はい、１６番。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。１６番から２３番まで、更新ですので異議ございません。 

議    長   はい、２４番。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。２４番から２６番まで、異議ございません。 

議    長   はい、２７番。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。更新ですので異議ございません。 

議    長   はい、２８番。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。２８番から３５番まで、異議ございません。 

議    長   はい、３６番。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。更新ですので異議ございません。 

議    長   はい、３７番。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。３７番から４１番まで、異議ございません。 

議    長   はい、４２番。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。４２番と４３番について、更新ですので異議ございませ

ん。 

議    長   はい、４４番。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。４４番から５０番まで、異議ございません。 

議    長   はい、５１番。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。５１番について異議ございません。 

議    長   はい、５２番。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。５２番から５５番まで異議ございません。 

議    長   はい、５６番。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。５６番から５９番まで異議ございません。 

議    長   はい、６０番。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。６０番と６１番について異議ございません。 

議    長   はい、６２番。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。６２番から６６番まで異議ございません。 

議    長   はい、６７番。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。６７番について異議ございません。 

議    長   はい、６８番。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。６８番と６９番について異議ございません。 

議    長   はい、７０番。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。７０番について異議ございません。 

議    長   以上、７０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。 
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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、

４番前田登委員さん、６番更井寛司委員さん、１４番上中悠司委員さんよ

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、１８番松本忠

巳委員さん、１９番峯園五郎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、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条申請と関連の報告第４

号農地使用貸借契約の合意解約通知を説明させていただきます。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、

現況共に畑、面積は７，７６８㎡、他１１筆、合計２５，６４４㎡、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３０年２月２０日です。理由は〇〇〇〇が経営移譲年金を請求

するにあたり、父との使用貸借を合意解約する必要が生じたため。以上１

件、ご報告申し上げます。１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、地目は登記簿が田、現況が畑、面積は６８７㎡、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、地目は登記簿が田、現況が畑、面積は９５

２㎡、貸人は〇〇〇、〇〇〇〇、借人は〇〇〇、〇〇〇〇、使用貸借１１

年間設定、経営移譲です。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２３３㎡、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、贈与です。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７，７６

８㎡、他１１筆、合計２５，６４４㎡、貸人は〇〇〇、〇〇〇〇、借人は

〇〇〇、〇〇〇〇、使用貸借１１年間設定、経営移譲です。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１１４㎡、

他５筆、合計３，７２４㎡、貸人は〇〇〇、〇〇〇〇、借人は〇〇〇、〇

〇〇〇、使用貸借１１年間設定、経営移譲です。以上５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   はい、ありがとうございます。報告第４号農地使用賃借契約の合意解約通

知の１件について、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、報告第４号、報告とさせていただきます。そ

れでは、続きまして、第３条申請の逐条審議をお願いします。それでは１
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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、３番。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。兄弟です。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。４番と５番については経営移譲です。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５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、現況が畑、面積は１，８

１５㎡の内０．１８２㎡、所有者は〇〇〇、〇〇〇〇、使用目的及び規模

は営農型太陽光発電施設０．１８２㎡、着工日、工事期間は完成済、農用

地の内外は一時転用となっています。隣接同意、水利同意はございます。

この土地は農用地区域内にある農地です。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。３月７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６件、２条申請４件、形状変更申請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から南へ約１００

ｍ、現況は梅畑です。東側が畑、西側と南側と北側が田、転用理由は農業

収入とは別に安定した収入源を確保するためです。パネルは４４１枚、４

４．１ｋｗ発電設備で切土、盛土はありません。雨水は自然浸透です。隣

接農地、地元水利組合の同意もあり、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。第４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、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、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   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、地目は登記簿が田、現況が休耕田、面積は１，

７０３㎡、譲渡人は〇〇〇、〇〇〇〇、譲受人は〇〇〇、〇〇〇〇、使用
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目的及び規模は太陽光発電施設１，７０３㎡、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３年６月１４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、

地目は登記簿が畑、現況が休耕畑、面積は９７１㎡、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太陽光発電施設９７

１㎡、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

地は周囲を山林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、現況共に田、面積は１，２０

３㎡、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５棟３０２．０１㎡、道路・庭９００．９９㎡、合計

１，２０３㎡、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。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１０１㎡、他１筆、合計２８１㎡、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浄化槽・駐車場２８１㎡、

着工日、工事期間は許可日より８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。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４９５㎡、他６筆、合計２，７０７㎡、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

２，７０７㎡、着工日、工事期間は６か月以内、農用地の内外は平成１９

年１０月２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９６㎡、他６筆、合計２，３３３㎡、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２，３３３㎡、着工日、工事期間は許可日より３か月以内、農用地の内

外は〇〇〇〇が当初抜、他５筆が平成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６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。１番、申請場所は〇〇〇〇から南へ約６００ｍ、現況は

休耕田です。隣接状況は東側が公衆用道路、西側が田、南側が田、北側が

宅地、転用理由は譲渡人は高齢で後継者もないため、農地を維持していく
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ことが困難となり、太陽光発電施設用地として譲渡するものです。転用内

容はパネル２８８枚、８３．５２ｋｗ発電設備、切り盛りなし、排水等は

自然浸透です。隣接同意、水利同意もあり、問題ないと思います。２番、

申請場所は〇〇〇〇から西へ約１．２ｋｍ、現況は休耕畑、隣接状況は東

側、西側、北側が畑、南側が山林です。転用理由は譲渡人は高齢のため、

農地の管理が困難となってきたところであり、太陽光発電用地として譲渡

するものです。２０年間の土地使用貸借契約済みです。転用内容はパネル

２８８枚、８２．０８ｋｗ発電設備、切り盛りなし、排水等は自然浸透で

す。隣接同意もあり、問題ないと思います。３番、申請場所は〇〇〇〇か

ら北へ約３５０ｍ、現況は田です。隣接状況は東側と西側が畑、南側が田、

北側が市道です。転用理由は譲渡人は高齢で病弱のため、農地の耕作が困

難となったため、分譲住宅用地として譲渡し生活の安定を図るものです。

転用内容は分譲住宅５棟、盛土１．１ｍ、Ｌ型擁壁です。排水等は申請地

内の新設側溝を経て市道側溝へ排水します。隣接同意、水利同意もあり、

問題ないと思います。４番、申請場所は〇〇〇〇から南西へ約１．２ｋｍ、

現況は田です。隣接状況は東側が畑、西側が雑種地、南側が市道、北側が

宅地です。転用理由は農業経営の縮小を考えていたところ、借り人である

息子が申請地の隣接宅地に自宅を新築することになり、その浄化槽用地及

び息子家族の駐車場用地として転用するものです。転用内容は浄化槽、駐

車場、切土０．９２から１．０４ｍ、排水等は雨水は新設のＵ字溝を経て

市道側溝へ排水します。隣接同意もあり問題ないと思います。５番、申請

場所は〇〇〇〇から西へ約３５０ｍ、現況は休耕田、隣接状況は東側、西

側、南側、北側が田です。転用理由は譲渡人は一部優良農地を残し、経営

の合理化を図るために、経営効率の悪い当該申請地を太陽光発電用地とし

て譲渡するものです。転用内容はパネル５０３枚、１３５．８１ｋｗ発電

設備、切土０．９ｍ、盛土０．９ｍ、排水等は雨水は自然浸透です。隣接

同意もあり、問題ないと思います。６番、申請場所は〇〇〇〇から東へ約

１ｋｍ、現況は休耕田です。隣接状況は東側、西側、北側が田、南側が里

道です。転用理由は譲渡人は相続により、当該農地を取得しましたが、草

刈り等の管理を行っていた母親が高齢となり、また獣害もあり引水もでき

ないため太陽光発電用地として譲渡するものです。転用内容はパネル２８

０枚、８２．６ｋｗ発電設備、切り盛りなし、排水等は雨水は自然浸透で

す。隣接同意もあり、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。第４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番については現地も見てきました。心配するのは隣接

に２階建ての家があり、照り返しなど危惧されるところですが、隣接同意

もあり、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番については、息子さんが太陽光発電施設を設置する

ということで、隣接の同意があり、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。３番についても異議ございません。 



12 

 

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番について、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。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   ６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、現況が宅地、面積は２１４㎡、申請人は〇〇〇、〇〇〇〇、

平成９年頃より申請者の母が行っていた家庭菜園を廃止し、荒廃地となり

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、現況が雑種地、面積は３５４㎡、申請人は〇〇〇、〇〇〇〇、

申請者は昭和２０年に相続しましたが、保全管理だけを行っていましたが、

平成元年に資材置場として利用しており現在に至っています。３番、土地

の所在は〇〇〇字〇〇〇〇、地目は登記簿が畑、現況が山林、面積は６７

４㎡、他３筆、合計３，５４２㎡、申請人は〇〇〇、〇〇〇〇、申請地は

平成１４年に相続しましたが、前の所有者が昭和４０年頃から耕作を放棄

して山林化しており現在に至っています。４番、土地の所在は〇〇〇字〇

〇〇〇、地目は登記簿が畑、現況が宅地、面積は１９５㎡、申請人は〇〇

〇、〇〇〇〇、昭和５３年に亡夫が申請地を相続したが、既に小屋が建て

られており、現在に至っております。以上４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南へ約４５０ｍ、現況は

雑種地、隣接状況は東側、西側、南側は山林、北側は宅地と山林です。申

請場所は非農地となってから２０年が経過しており、地元農業委員さんの

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か

ら北西へ約１．４ｋｍ、現況は雑種地です。東側が山林、西側が市道、南

側、北側が宅地です。申請者は昭和２０年に相続しましたが、平成元年か

ら資材置場として利用しております。地元農業委員さんの証明もあります

ので、問題ないと思います。３番、申請場所は〇〇〇〇より東へ約９００

ｍ、現況は山林です。隣接状況は周囲が山林です。申請地は平成１４年に

相続しましたが、昭和４０年頃から耕作を放棄し山林化しております。地

元農業委員さんの証明もありますので、問題ないと思います。４番、申請
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場所は〇〇〇〇から北東へ約２００ｍ、現況は雑種地です。東側、南側が

畑、西側が道路、北側が水路です。申請地は亡き夫が昭和５３年に相続し

ましたが、昭和５１年以前から農業用倉庫が建築されております。地元農

業委員さん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。申請者にもお会いして、現場も確認してきました。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番と４番について異議ございません。 

議    長   はい、以上４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、現況共に田、面積は６３１㎡、

他２筆、合計２，００２㎡、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３か月以内、隣接

同意、水利同意は不要です。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。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西へ約１ｋｍ、現況は

休耕田、隣接状況は東側、西側、南側は山林、北側は宅地と山林です。申

請場所は東側と西側が申請者所有の田と雑種地で、南側が市道で北側が申

請者所有の畑と山林です。９０ｃｍから１１０ｃｍの盛土を行い、梅畑と

するものです。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。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。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   ９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６，８１２㎡、他１筆、合計１０，９２４㎡、

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３

０年２月２日、価格は３００万円です。あっせん委員は〇〇〇〇委員、〇

〇〇〇委員、〇〇〇〇委員です。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３，７４１㎡、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３０年２月１８日、価格
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は２００万円です。あっせん委員は〇〇〇〇委員、〇〇〇〇委員、〇〇〇

〇委員です。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した。あっせん成立についての顛末の報告です。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。１番については、以前から届出されていた案件で、何人

かの方に照会もしましたが、なかなか買い手がなかったものです。広い農

地で、上の方では届出人が太陽光発電施設をしており、残りは梅畑になっ

ておりました。買い手は勤めておりましたが、最近、退職されて農業をす

るということで、あっせん成立となりました。 

議    長   はい、２番。 

〇〇番 委員   〇〇番〇〇です。先月、売渡人の自宅にて成立いたしました。この件につ

いては、以前から買受人に声を掛けておりましたが、無事あっせん成立と

なりました。以上です。 

議    長   はい、ありがとうございました。あっせん委員の皆さん、大変ご苦労様で

した。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、報告第１号、報告とさせていただきます。そ

れでは、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   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５０５㎡の内８９．１０㎡、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５５㎡、転用面積８９．１

㎡です。以上１件、ご報告申し上げます。 

議    長   報告第２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、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   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５３４㎡の内２．５６㎡、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、報告第３号、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、議案第１号農地法第３条について、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、面積

は１４㎡、他１筆、合計１０６㎡、貸人は〇〇〇、〇〇〇〇、借人は〇〇

〇、〇〇〇〇、使用貸借１１年間設定、経営移譲です。 
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議    長   追加議案第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   それでは、そのようにさせていただきます。それでは他の案件ですが、２

月の県農業会議提出案件の４条３件、５条８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   下限面積の設定についてと平成２９年度の目標及びその達成に向けた活動

の点検・評価（又は案）と平成３０年度の目標及びその達成に向けた活動

計画（又は案）についての提案あり。 

片井 企画員   田辺市賃借料情報及び農業者年金加入推進記録簿についてと農地借入れの

相談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３５分終了 


