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田辺市農業委員会議事録 

平成３０年４月１０日（火）午後３時３０分 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 那須久男 農地係長 岡内伸午 企画員 片井恵子 企画員 里上佳史 

会議録署名委員  １番 山崎 清弘 ２番 鈴木 明       

 

議    長   皆さん、こんにちは。今日は大変うららかな日和で、消毒したい人もあろ

うかと思いますが、ご出席頂き、ありがとうございます。さて、４月の異

動で平田局長が定年退職を迎えられたということで、委員会事務局を去ら

れることになりました。そして、那須農林水産部長さんが事務局長を併任

されることになりました。事務局では里上さんが企画員として着任されま

したので、ご紹介申しあげます。委員の皆さまにご挨拶お願いします。 

＜平田前事務局長・那須農林水産部長併任事務局長・里上企画員 挨拶＞ 

         ありがとうございます。続きまして農業振興課にも人事異動がございまし

たので北川課長から ご紹介お願いします。 

＜北川農業振興課長から職員紹介 上山係長・天田企画員・入口主査・岡本事務員＞ 

         ありがとうございます。こちらからも、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、○○○字○○○○、畑の２，６８７㎡、貸人は○○○、○○○

○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の合意解約をした日は平成３０年

３月１２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

的な構想による所有権移転について説明させていただきます。１番、○○

○字○○○○、畑、３，７４１㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は

○○○、○○○○、利用目的は梅、対価は２００万円、支払方法、支払期

限は持参払い、平成３０年４月１８日、所有権移転の時期は平成３０年４

月１８日です。合計１件、１筆、３，７４１㎡、売り手１名、買い手１名

です。以上です。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設定について説明させていただきます。１番、○

○○字○○○○、田、９１１㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○

○○、○○○○、賃貸借の水稲、年間１万７千円・持参払い、期間は平成

３０年５月１日から平成３３年４月３０日の新規です。２番、○○○字○



2 

 

○○○、田、１，５５３㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、

○○○○、賃貸借の水稲、年間１万円・口座払い、期間は平成３０年５月

１日から平成３３年４月３０日の新規です。３番、○○○字○○○○、畑、

１，４３５㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、

賃貸借の梅、年間２千円・口座払い、期間は平成３０年５月１日から平成

３６年４月３０日の新規です。４番、○○○字○○○○、畑、２２９㎡の

内１１４．５㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、

使用貸借の野菜、期間は平成３０年５月１日から平成３６年４月３０日の

更新です。５番、○○○字○○○○、畑、２４５㎡、他３筆、合計１，１

４１㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸

借の野菜、期間は平成３０年５月１日から平成３６年４月３０日の新規で

す。６番、○○○字○○○○、畑、１，２３６㎡、他３筆、合計２，３５

３㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借

の梅・ビシャコ、期間は平成３０年５月１日から平成３６年４月３０日の

更新です。７番、○○○字○○○○、畑、９４３㎡、貸し手は○○○、○

○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平成３０年５

月１日から平成３６年４月３０日の更新です。８番、○○○字○○○○、

畑、６，１０８㎡、他６筆、合計１３，９７１㎡、貸し手は○○○、○○

○○、借り手は○○○、○○○○、賃貸借のみかん・梅、年間全体で１万

８千円・持参払い、期間は平成３０年５月１日から平成３５年４月３０日

の更新です。９番、○○○字○○○○、田、４９２㎡、他８筆、合計２，

５５８㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用

貸借の水稲、期間は平成３０年５月１日から平成３３年４月３０日の更新

です。１０番、○○○字○○○○、田、６９３㎡、他３筆、合計２，１３

０㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借

のブルーベリー、期間は平成３０年５月１日から平成３４年４月３０日の

新規です。１１番、○○○字○○○○、田、８３９㎡、他１筆、合計１，

３４５㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、賃貸

借の水稲、年間全体で米３斗・持参払い、期間は平成３０年５月１日から

平成３５年４月３０日の更新です。１２番、○○○字○○○○、田、７６

２㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借

の水稲、期間は平成３０年５月１日から平成３７年４月３０日の新規です。

１３番、○○○字○○○○、田、３４５㎡、他７筆、合計２，６２９㎡、

貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、

期間は平成３０年５月１日から平成３７年４月３０日の新規です。１４番、

○○○字○○○○、田、２８０㎡、他１筆、合計７１４㎡、貸し手は○○

○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、期間は平成

３０年５月１日から平成３１年４月３０日の更新です。１５番、○○○字

○○○○、田、５０７㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、

○○○○、使用貸借の水稲、期間は平成３０年５月１日から平成３１年４

月３０日の更新です。１６番、○○○字○○○○、田、５６２㎡、貸し手

は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、期間
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は平成３０年５月１日から平成３１年４月３０日の更新です。１７番、○

○○字○○○○、田、２５０㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○

○○、○○○○、使用貸借の水稲、期間は平成３０年５月１日から平成３

１年４月３０日の更新です。１８番、○○○字○○○○、田、４４４㎡、

貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、

期間は平成３０年５月１日から平成３１年４月３０日の更新です。１９番、

○○○字○○○○、畑、１，５５１㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り

手は○○○、○○○○、使用貸借のみかん、期間は平成３０年５月１日か

ら平成３６年４月３０日の新規です。２０番、○○○字○○○○、畑、３，

３１２㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用

貸借のみかん、期間は平成３０年５月１日から平成４０年４月３０日の新

規です。２１番、○○○字○○○○、畑、１，２４１㎡、貸し手は○○○、

○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の野菜、期間は平成３０

年５月１日から平成３５年４月３０日の新規です。２２番、○○○字○○

○○、畑、４３１㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○

○○、使用貸借の梅、期間は平成３０年５月１日から平成３６年４月３０

日の新規です。２３番、○○○字○○○○、畑、３６０㎡、他２筆、合計

１，８１３．８５㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○

○○、使用貸借の野菜、期間は平成３０年５月１日から平成３６年４月３

０日の新規です。２４番、○○○字○○○○、畑、８０１㎡の内６７７．

４１㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸

借の野菜、期間は平成３０年５月１日から平成３３年４月３０日の新規で

す。２５番、○○○字○○○○、田、１９５㎡、他３筆、合計１，０６９

㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の

野菜、期間は平成３０年５月１日から平成３６年４月３０日の新規です。

２６番、○○○字○○○○、畑、４２６㎡、貸し手は○○○、○○○○、

借り手は○○○、○○○○、使用貸借の野菜、期間は平成３０年５月１日

から平成３６年４月３０日の新規です。２７番、○○○字○○○○、畑、

８９２㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用

貸借のすもも、期間は平成３０年５月１日から平成５０年４月３０日の新

規です。２８番、○○○字○○○○、畑、３２０㎡、貸し手は○○○、○

○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の野菜、期間は平成３０年

５月１日から平成３６年４月３０日の新規です。２９番、○○○字○○○

○、畑、６８７㎡、他１筆、合計２，５７１㎡、貸し手は○○○、○○○

○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平成３０年５月１

日から平成４０年４月３０日の新規です。合計２９件、６７筆、４８，６

２６．７６㎡、貸し手２３名、借り手１３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。） 
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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。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番については、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。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。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番から７番まで、異議ございません。 

議    長   はい、８番。 

○○番 委員   ○○番○○です。８番については、更新ですので異議ございません。 

議    長   はい、９番。 

○○番 委員   ○○番○○です。９番については、異議ございません。 

議    長   はい、１０番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１０番については、異議ございません。 

議    長   はい、１１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１１番から１８番まで、異議ございません。 

議    長   はい、１９番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１９番については、異議ございません。 

議    長   はい、２０番。 

○○番 委員   ○○番○○です。２０番については、異議ございません。 

議    長   はい、２１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。２１番については、異議ございません。 

議    長   はい、２２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。２２番から２６番まで、異議ございません。 

議    長   はい、２７番。 

○○番 委員   ○○番○○です。２７番と２８番については、異議ございません。 

議    長   はい、２９番。 

○○番 委員   ○○番○○です。２９番については、異議ございません。 

議    長   以上、２９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。 

 続きまして先ほどの、田辺市農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構

想による所有権移転について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、異議ございません。 

議    長   以上、１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。 

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、
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ございません。全員出席です。本日の会議録署名委員に、１番山崎清弘委

員さん、２番鈴木明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５条申請につ

いて、議案第３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４号相続税の納税猶予に関する適格者証明について、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５３条

第１項第１４号による協議について、報告第２号農地法第１８条第６項の

規定による通知について、報告第３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○○○字○○○○、です。地目は登記簿、

現況共に畑、面積は１３３㎡、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６，８１２㎡、他１筆、合計１０，９２４㎡、

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５２

３㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買です。

営農計画書有りです。野菜です。４番、土地の所在は○○○字○○○○、

地目は登記簿、現況共に畑、面積は１１３㎡、譲渡人は○○○、○○○○、

譲受人は○○○、○○○○、売買です。以上４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。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番と２番については、異議ございません。 

議    長   ２番は先月のあっせんの件です。はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。３番については、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、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２号

農地法第５条申請についてですが、関連がございますので、先に報告第３

号農地使用貸借契約の合意解約通知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   １０ページをお願いします。報告第３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。１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３２３㎡、貸人は○○○、○○○○、

借人は○○○、○○○○、使用貸借の合意解約をした日は平成３０年３月
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２６日です。理由は農地法第５条申請のため。過去の小作権の解約ができ

ていなかったためです。以上１件、ご報告申し上げます。 

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

ませんか。 

（なしの声あり。） 

議    長   無いようですので報告とさせていただきます。続きまして、議案第２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。 

里上 企画員   ３ページをお願いします。議案第２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、現況が休耕畑、面積は３

２３㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目

的及び規模は調整池３２３㎡、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（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○○○字○○○○、地目は登記簿、現

況共に畑、面積は１，０３２㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○

○○、○○○○、使用目的及び規模は分譲住宅５棟２８８．８０㎡、道路・

庭園等７４３．２０㎡、合計１，０３２㎡、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。３番、土地の所在は○○○字○○○

○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は２２２㎡、貸人は○○○、○○○

○、借人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は住宅１棟７１．７６㎡、

庭園・駐車場１５０．２４㎡、合計２２２㎡、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３０年３月２６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○○

○○、地目は登記簿が畑、現況が休耕畑、面積は４３４㎡、譲渡人は○○

○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は太陽光発

電施設４３４㎡、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区域にある小集落の農地で、第２種農地です。以

上４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○○○○から東へ約２００ｍ、現況は

休耕畑です。隣接状況は東側が県道、西側が山林、南側が畑、北側が山林、

転用理由は譲渡人は農業後継者もなく農業経営が困難となったため、申請

地の北側隣接山林の分譲住宅１０棟の宅地造成に伴う調整池用地として譲

渡するものです。転用内容は調整池１５．０４㎥及び通路・駐車場等、排

水等、雨水等は調整池から排水管を経て集水桝に集水後、既設側溝へ放流
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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○○○○から南西へ約４００ｍ、現況は梅畑です。隣接状況は東側が畑、

西側が畑、南側が宅地及び畑、北側が市道、転用理由は譲渡人は申請地を

相続してから長年に亘り耕作していましたが、付近の宅地化に伴い耕作し

づらくなり、また体調不良もあり分譲住宅用地として譲渡するものです。

転用内容は分譲住宅５棟２８８.８０㎡、道路・庭園等、切土１９ｃｍ盛土

１０ｃｍ、Ｌ型擁壁延長２６．８２ｍ、排水等は、合併処理後、雨水とと

もに申請地内の新設側溝を経て北側市道側溝へ放流です。隣接同意、水利

同意もあり、問題ないと思います。３番、申請場所は○○○○から北東へ

約９００ｍ、現況は梅畑です。隣接状況は東側が畑、西側が県道、南側が

畑、北側が畑、転用理由は貸人は加齢に伴う体調維持が難しいため、営農

面積を縮小し娘等の住宅用地として使用貸借するものです。期限の定めの

ない土地使用貸借契約済みです。転用内容は住宅１棟７１.７６㎡、庭園・

駐車場、切盛なし、排水等は、汚水及び雑排水は既設の集落排水施設へ接

続し、雨水は県道側溝へ放流です。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○○○○から西へ約２．７ｋｍ、現況は休

耕畑です。隣接状況は東側が水路、西側が畑、南側が畑、北側が市道、転

用理由は、譲渡人は体力的に農業を営むことが困難であり、獣害もあり農

地として管理することが難しく、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、太陽光発電施設（パネル１１６設置 ３４．２２ｋｗ発

電設備）、切盛なし、排水等は、雨水は自然浸透及び東側の水路へ放流です。

隣接同意あり、水利同意は不要であり、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５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。１番について、異議ございません。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。分譲住宅が増えてきている所です。２番について、異議

ございません。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。娘夫婦の住宅を建築するということです。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。 

○○番 委員   ○○番○○です。太陽光発電の件について、議案書に発電出力の記載を次

回からお願いしたいです。今回の案件の発電ワット数を教えて下さい。 

里上 企画員   ３４．２２ｋｗです。 

議    長   次回から、議案書に発電出力の記載をお願いします。太陽光発電施設につ

いては、後ほど、事務局から説明を予定しています。 

   改めて、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。 
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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。 

里上 企画員   ５ページをお願いします。議案第３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○○○字○○○○、地目

は登記簿が畑、現況が山林、面積は４３０㎡、他１筆、合計６０４㎡、申

請人は○○○、○○○○、申請人の亡父が昭和５９年９月１３日に申請地

○○○字○○○○を購入、その後、隣接地○○○字○○○○を購入したも

のの現在は山林化としております。２番、土地の所在は○○○字○○○○、

地目は登記簿が畑、現況が宅地、面積は１３５㎡、申請人は○○○、○○

○○、申請地は５０年以上前に倉庫を建築し、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。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番、申請場所は○○○○から南へ約２００ｍ、現況は

原野です。隣接状況は東側が国道、西側が雑種地・山林、南側が畑・山林、

北側が畑・宅地です。申請地のうち○○○字○○○○は申請人の父が昭和

５９年に購入し、その後○○○字○○○○を購入しましたが山林化して現

在に至っています。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。２番、申請場所は○○○○から南へ約７００ｍ、現況は倉庫が

建っている宅地です。隣接状況は東側・西側・北側が宅地、南側が道路で

す。申請地には５０年以上も前から倉庫を建築しており現在に至っていま

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。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番について、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。 

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４号相

続税の納税猶予に関する適格者証明について事務局の説明をお願いします。 

里上 企画員   ６ページをお願いします。議案第４号相続税の納税猶予に関する適格者証

明です。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に

田、面積は７７９㎡、他１筆、合計１，６３２㎡です。届出人は○○○、

○○○○、経営面積は３，１４０㎡、相続開始年月日は平成２９年８月３

日でございます。以上１件、ご審議の程よろしくお願いします。 

議    長   ありがとうございます。ただいまの説明について、ご意見ご質問はござい

ませんか。 

○○番 委員   ○○番○○です。○○○○さんは現在、会社勤めをされていますが、早期
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退職も考えておられるようです。そのようなことで異議ございません。 

議    長   ありがとうございます。他に、ご意見ご質問はございませんか。 

○○番 委員   ○○番○○です。何をするために、この手続きを行うのか、具体的な制度

内容の説明を願います。 

里上 企画員   この相続税納税猶予制度につきましては、租税特別措置法というのがござ

いまして、相続した農地を農業目的で使用している限りにおいて高い評価

額により相続税が課税されてしまうと、農業を継続したくても相続税を払

うために農地を売却せざるを得ないという問題が生じるため、自ら農業経

営を継続する相続人を税制面から支援するために相続税の納税を猶予する

制度です。この証明は、願い出により、相続人がこの制度の適格者である

ことを証明する手続きであります。 

岡内  係長   相続人が、農業を継続している限り、猶予された相続税は支払う必要がな

く、相続人が死亡した場合等は、猶予された税額が支払免除となります。 

○○番 委員   ○○番○○です。農業者が、田畑を手放さなずに耕作できるようにする制

度ですね。 

○○番 委員   ○○番○○です。この方の場合は、先に説明したように、会社員であるた

め、農地中間管理事業により特定貸付けを行った場合でも猶予は継続され

る制度です。 

議    長   相続した農地のうち、猶予をうける農地を選択はできますか。 

岡内  係長   農地の選択はできます。今回の願い出も相続された農地の内の２筆となっ

ております。 

議    長   ありがとうございます。他に、ご意見ご質問はございませんか。 

（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。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。 

里上 企画員   ７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８８４㎡、他１筆、合計５，０４３㎡、希望

価格は７０万円と３４０万円、所有者は○○○、○○○○です。以上１件、

ご審議の程よろしくお願いします。 

議    長   それでは、地元委員の状況説明をお願いします。 

○○番 委員   ○○番○○です。これらの農地は、耕作を続けるのが難しくなってきてお

り、農地として有効に活用してもらえる方に譲り、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   この議案第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。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   それでは、○○○○委員さん、○○○○委員さん、○○○○委員さんの３

名です。よろしくお願いします。 

議    長   それでは、続きまして、報告第１号農地法施行規則第５３条第１項第１４
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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   ８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５７５㎡の内１㎡、賃貸人は○○○、○○○

○、賃借人は○○○、○○○○、賃貸借権の設定、無線基地局工事、鉄柱

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   ありがとうございます。ただいまの報告について、ご意見ご質問はござい

ませんか。 

（なしの声あり。） 

議    長   それでは、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○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況が畑、面

積は７５０㎡、賃貸人は○○○、○○○○、賃借人は○○○、○○○○、

賃貸借の合意解約をした日は平成３０年１月３１日です。２番、土地の所

在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況が畑、面積は２，４６２

㎡、他２筆、合計３，９１９㎡、賃貸人は○○○、○○○○、賃借人は○

○○、○○○○、賃貸借の合意解約をした日は平成３０年１月３１日です。

以上２件、ご報告申し上げます。 

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

ませんか。 

（なしの声あり。） 

議    長   それでは、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１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。 

岡内  係長   「和歌山県太陽光発電事業の実施に関する条例」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５時２５分終了 

 


