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田辺市農業委員会議事録 

平成３０年６月１１日（月）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１７名 

１番 山崎 清弘           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 

  １８番 松本 忠巳  １９番 峯園 五郎  

欠席者 ２番 鈴木 明  １７番 長嶝 博司                

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 ５番 福嶋 隆  ６番 更井 寛司      

 

議    長   みなさん、こんにちは。 心配しておりました台風もそれ、天候も心配し

ておりました。梅もちらほらとススが発生し始めたとの情報も入ってきて

います。梅雨時期で仕方ないですが、長雨はありがたくないと感じていま

す。本日も円滑に議事を進行したいと思いますので、どうぞよろしくお願

いします。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 入口   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、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は４２３

㎡、地目は登記簿、現況共に畑、申請の理由は一般住宅です。２番、○○

○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は３８４㎡、地目は

登記簿、現況共に畑、申請の理由は駐車場・資材置場です。３番、○○○、

○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は４７５㎡、地目は登記

簿、現況共に畑、申請の理由は農業用施設です。４番、○○○、○○○○、

土地の所在は○○○字○○○○、面積は１，１５３㎡、地目は登記簿が畑、

現況が畑及び荒地、申請の理由は一般住宅です。５番、○○○、○○○○、

土地の所在は○○○字○○○○、面積は７９２㎡、地目は登記簿、現況共

に畑、申請の理由は事務所・駐車場です。６番、○○○、○○○○、土地

の所在は○○○字○○○○、面積は１，１３９㎡、地目は登記簿、現況共

に畑、申請の理由は資材置場です。７番、○○○、○○○○、土地の所在

は○○○字○○○○、面積は５９４㎡、地目は登記簿、現況共に畑、申請

の理由は分譲住宅です。８番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字

○○○○、面積は９３㎡、他２筆、合計１，１３４㎡、地目は登記簿が田、

現況が畑、申請の理由は資材置場です。９番、○○○、○○○○、土地の

所在は○○○字○○○○、面積は１７７㎡、地目は登記簿、現況共に畑、

申請の理由は資材置場です。田辺農業振興地域整備計画変更申請、除外９

件、除外合計は６，２７１㎡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、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○

○、面積は９６５㎡、地目は登記簿、現況共に田、申請の理由は太陽光発
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電施設です。２番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、

面積は４６１㎡、他２筆、合計１，７２６㎡、地目は登記簿が畑、現況が

休耕地、申請の理由は資材置場です。３番、○○○、○○○○、土地の所

在は○○○字○○○○、面積は７８㎡、他２筆、合計２，３４５㎡、地目

は登記簿が畑、現況が休耕地、申請の理由は資材置場です。龍神農業振興

地域整備計画変更申請、除外３件、除外合計は５，０３６㎡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、○○○、○○○

○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は５７５㎡の内１㎡、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。２番、○○○、○

○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は６５１㎡の内９㎡、地目

は登記簿が田、現況が休耕田、申請の理由は携帯電話基地局です。３番、

○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は８４３㎡、他

２筆、合計１，９５２㎡、地目は登記簿が畑、現況が雑種地、申請の理由

は民泊施設・庭園です。中辺路農業振興地域整備計画変更申請、除外３件、

除外合計は１，９６２㎡です。続きまして、大塔農業振興地域整備計画変

更申請です。１番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、

面積は１，５３９㎡の内２．５６㎡、地目は登記簿、現況共に畑、申請の

理由は携帯電話基地局です。２番、○○○、○○○○、土地の所在は○○

○字○○○○、面積は９，８９５㎡、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。大塔農業振興地域整備計画変更申請、除外２

件、編入合計は９，８９７．５６㎡です。以上です。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、田辺農業振興地域整備計画変更

申請について、逐条審議をお願い申し上げます。はい、１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。現場を確認しました。１番と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。現場を確認しました。異議ございません。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。現場を確認しました。異議ございません。 

議    長   はい、５番。 

○○番 委員   ○○番○○です。現場を確認しました。異議ございません。 

議    長   はい、６番。 

○○番 委員   ○○番○○です。特に異議ございません。 

議    長   はい、７番。 

○○番 委員   ○○番○○です。４月に隣の土地が５条申請され、その隣であり、特に異

議ございません。 

議    長   はい、８番。 

○○番 委員   ○○番○○です。８番、９番異議ございません。 

議    長   以上、９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、龍神農業振興
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地域整備計画変更申請について、はい、１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。今回は、太陽光発電施設の案件につ

いて、事前に市農業振興課から写真入りの地図を送っていただき、現地を

確認しました。隣接の○○○○と合わせて太陽光発電施設を設置する計画

です。地元の調整も取れているようです。設置については、問題ないと思

います。この農用地除外申請時に事前に地元農業委員に連絡いただけたこ

とはありがたいです。今後もよろしくお願いします。２番、３番について

は、砂利置場です。問題ないと思います。 

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。続きまして、中辺路農業

振興地域整備計画変更申請について、はい、１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番から３番まで異議ございません。 

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。続きまして、大塔農業振

興地域整備計画変更申請について、はい、１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番と２番について、異議ございません。 

議    長   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、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及び所有権

移転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、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、

７３１㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用

貸借の梅、期間は平成３０年７月１日から平成５０年７月３１日の新規で

す。２番、○○○字○○○○、畑、１，１３４㎡、貸し手は○○○、○○

○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の野菜、期間は平成３０年７

月１日から平成３１年６月３０日の更新です。３番、○○○字○○○○、

畑、５１９㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、

使用貸借の野菜、期間は平成３０年７月１日から平成３３年６月３０日の

新規です。４番、○○○字○○○○、田、１，１１８㎡、他１筆、合計１，

８４７㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用

貸借の水稲、期間は平成３０年７月１日から平成３６年６月３０日の新規

です。５番、○○○字○○○○、田、５７９㎡、他１筆、合計１，９８１

㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、賃貸借の水

稲、全体で年間米１斗・持参払い、期間は平成３０年７月１日から平成３

３年６月３０日の更新です。６番、○○○字○○○○、田、１，１９８㎡、
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貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、賃貸借の水稲、

年間籾６斗・持参払い、期間は平成３０年７月１日から平成３３年６月３

０日の更新です。７番、○○○字○○○○、畑、１，０７５㎡の内１，０

６２．６６㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、

使用貸借のみかん、期間は平成３０年７月１日から平成４０年６月３０日

の新規です。８番、○○○字○○○○、畑、１，６９３㎡、他１６筆、合

計８，３４１㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、

使用貸借の梅、期間は平成３０年７月１日から平成５０年７月３１日の新

規です。９番、○○○字○○○○、畑、１，１６０㎡、貸し手は○○○、

○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の野菜、期間は平成３０

年７月１日から平成４０年６月３０日の新規です。１０番、○○○字○○

○○、田、１，２７２㎡の内１，２４６㎡、貸し手は○○○、○○○○、

借り手は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、期間は平成３０年７月１日

から平成４０年６月３０日の新規です。１１番、○○○字○○○○、畑、

７９６㎡、他３筆、合計４，４８８㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り

手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平成３０年７月１日から平

成４０年６月３０日の新規です。１２番、○○○字○○○○、畑、１，１

８９㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸

借の梅、期間は平成３０年７月１日から平成４０年６月３０日の新規です。

１３番、○○○字○○○○、畑、１６５㎡、貸し手は○○○、○○○○、

借り手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平成３０年７月１日か

ら平成５０年７月３１日の新規です。１４番、○○○字○○○○、畑、１，

５４７㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用

貸借の梅、期間は平成３０年７月１日から平成４０年６月３０日の新規で

す。１５番、○○○字○○○○、畑、３５３㎡、他５筆、合計３，４１６

㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の

梅、期間は平成３０年７月１日から平成４０年６月３０日の新規です。合

計１５件、４１筆、３０，０２４．６６㎡、貸し手１２名、借り手６名で

す。ご審議をよろしくお願いいたします。 

続きまして、所有権移転について説明させていただきます。１番、○○

○字○○○○、畑、１，５６１㎡、他１筆、合計２，８５６㎡、譲渡人は

○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、利用目的は梅、対価は全

体で２００万円、支払方法、支払期限は持参払い、平成３０年６月１８日、

所有権移転の時期は平成３０年６月１８日です。２番、○○○字○○○○、

畑、２，３３４㎡、他１筆、合計３，９９９㎡、譲渡人は○○○、○○○

○、譲受人は○○○、○○○○、利用目的は梅、対価は全体で３４０万円、

支払方法、支払期限は持参払い、平成３０年６月３０日、所有権移転の時

期は平成３０年６月３０日です。合計２件、４筆、６，８５５㎡、売り手

２名、買い手２名です。以上、ご審議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。 
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○○番 委員   ○○番○○です。後継者がいないため貸す予定です。異議ございません。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。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。借り手の方は貸しての甥でありＵターン農業者です。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、異議ございません。 

議    長   はい、７番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、８番。 

○○番 委員   ○○番○○です。８番から１３番まで異議ございません。 

議    長   はい、１４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、１５番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   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   それでは、そのようにさせていただきます。続きまして、所有権移転の申

出についての審議をお願いします。はい、１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。あっせんによる所有権移転です。異議ございません。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。あっせんによる所有権移転ということで、異議ございま

せん。 

議    長   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、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、１７番長嶝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、５番福嶋隆委員さん、６番更井委員さんよ

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号農地等

売渡あっせん申出について、報告第１号農地等売渡あっせん成立について、

報告第２号農地法第１８条第６項の規定による通知について、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。 
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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

に畑、面積は４８０㎡、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

が田、現況が畑、面積は４５６㎡、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１８８㎡、他１２筆、合計１８，６５８．

５０㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、贈与で

す。４番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況が休

耕畑、面積は９８５㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○

○○○、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２２７㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○

○、○○○○、売買です。６番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は

登記簿、現況共に田、面積は１９４㎡、他７筆、合計１，８３０．３７㎡、

譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、贈与です。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。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。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。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、異議ございません。 

議    長   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   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。 

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４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６８４㎡、

他１筆、合計１，１０１㎡、所有者は○○○、○○○○、使用目的及び規

模は太陽光発電施設１，１０１㎡、４９．５ｋＷ、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河

川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○○
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○字○○○○、地目は登記簿が畑、現況が休耕畑、面積は１１９㎡、所有

者は○○○、○○○○、使用目的及び規模は住宅１棟２４．６５㎡、庭園

９４．３５㎡、合計１１９㎡、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２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。 

         現地調査報告を行います。去る、６月６日、午前８時４５分、中辺路行政

局に○○委員、那須事務局長、岡内係長、里上企画員、それに私の５名が

集合し、打合せ後、調査に出発しました。当日は、前日までのさわやかな

気候とは変わって、曇天の中、時折、小雨が降って梅雨入りが間近に迫っ

ていることを告げていました。 

現地調査の予定として、２条の農地でない旨の証明願いが４件、農地の

形状変更申請が１件、４条許可申請が２件、それに５条許可申請が９件の

合わせて１６件であります。 

この中で、隣接同意を必要とする１２件中、田が６筆・畑が２１筆、計

２７筆の農地がありまして、そのうち２５筆についての同意を得ており、

残り２筆の同意が得られておりません。また、この申請に関する水利組合

は６団体ありまして、すべて同意を得ております。議案第３号、農地法第

５条許可申請の５番の隣接畑１筆は、現在、ミツバチを飼養しているとこ

ろから、悪影響を懸念するという理由で同意を得ておりません。申請者の

方で、大学に問い合わせたところ、現在のところ因果関係は認められてい

ないとのお話があったと、事務局へ報告があったそうです。９番の隣接畑

１筆は、その所有者が現在のところ太陽光パネルは危険なものと認識して

いるため、同意を得ることができていません。この申請にかかる実施計画

に記載された雨水の処理について、現場における自然浸透で処理すること

になっておりますが、隣接する車庫が下に位置することから、現地で協議

をおこない、翌日、事務局から本件の代理申請人である行政書士に連絡し

たところ、雨水が車庫に流れ込まない対策を講じる約束をされております。 

なお、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条の申請について私から報告します。

１番は、１，１０１㎡のミカン畑を廃して、太陽光発電施設としてパネル

２８８枚を設置して４９．５ｋｗの太陽光発電を行うものであります。 

隣接地は、東側は河川に接し、南・西・北側は共に畑で同意を得ておりま

す。また、水利組合の同意も得ております。雨水は、自然浸透と隣接する

河川へ放流して処理する計画です。転用理由としては、現在農業を営んで
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おりますが、高齢になったため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、１１９㎡の休耕畑で、自宅に隣接しており、許可後は、現在の自宅

を取り壊し、新たに住宅１棟と庭園を建設する計画です。工事施工に当た

り、切土及び盛土は行わず、現状のままで整備する予定です。転用理由と

して、高齢のため農地として耕作することはなく、本事業を計画実行する

ための申請です。排水は、合併浄化槽を設置して処理をおこない雨水と共

に新設する側溝を経て、西側の排水路へ放流する計画です。以上のことか

ら、問題はないものと判断しました。これで、議案第２号、農地法第４条

許可申請にかかる２件の現地調査報告を終わります。 

議    長   はい、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。 

○○番 委員   ○○番○○です。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。異議ございません。 

議    長   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。 

里上 企画員   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○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は５７８㎡、

貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は

農作業所・梅干場５７８㎡、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。この土地は土地改良事業の施行に係る区域内にあ

りますので、第１種農地です。２番、土地の所在は○○○字○○○○、地

目は登記簿が田、現況が畑、面積は７３０㎡、譲渡人は○○○、○○○○、

譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は住宅１棟・作業場１棟１

０１．１１㎡、駐車場・庭園等６２８．８９㎡、合計７３０㎡、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。３番、土地の所在

は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は３８３㎡、他１

筆、合計４９２㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、

使用目的及び規模は駐車場４９２㎡、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○○○○が平成３０年３月２６日、○○○○が平

成２４年２月２２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。始末書が添付されています。県知事許可が必要と知らずに○○○○

の農地に土砂を入れ駐車場として使用してしまいました。今後、このよう

なことがないように厳重に注意いたしますので、何卒、寛大なるご配慮を

お願いします。という内容です。この土地は周囲を道路と住宅地に囲まれ
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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６１２㎡、譲渡人は○○○、○○○

○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は住宅１棟・車庫１８

６㎡、庭園・駐車場４２６㎡、合計６１２㎡、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１２年５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。５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６７１㎡、他２筆、合計

１，８１０㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、

使用目的及び規模は太陽光発電施設１，８１０㎡、４９．５ｋＷ、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が一部ございません。水利

同意は不要です。先ほど、○○委員から、ご説明もございましたが、報告

書が添付されています。隣接農地の所有者の父親がミツバチ箱を設置して

おり、環境変化によるミツバチへの影響懸念により同意を得られなかった。

大学研究室に問合せを行い太陽光発電施設のミツバチへの影響があるとい

う報告はない。という内容です。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。６番、お手元の資料の申請書概要図もご覧

頂ながらお願いします。土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が

田、現況が休耕田、面積は１，２４６㎡、他１２筆、合計５，６１１㎡、

譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規

模につきまして、今回この一つの農地法申請に４つの太陽光発電施設が含

まれています。申請書概要図の○○○○の箇所に面積１，５６０㎡でパネ

ル６８．４ｋｗ、パワコン４９．５ｋｗを設置、○○○○の箇所に面積２，

１６８㎡でパネル７０．８ｋｗ、パワコン４８．７ｋｗを設置、○○○○

の箇所に面積８７８㎡でパネル７０．８ｋｗ、パワコン４８．７ｋｗを設

置、○○○○の箇所に面積１，００５㎡でパネル７０．８ｋｗ、パワコン

４９．５ｋｗを設置する内容です。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。７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１，５０９㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、

○○○○、使用目的及び規模は太陽光発電施設１，５０９㎡、４９．５ｋ

Ｗ、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。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。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２０

２㎡、他１筆、合計３８９㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○

○、○○○○、使用目的及び規模は物干場３８９㎡、着工日、工事期間は

許可日より４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。この土地は役所施設が近隣に存して

いますので、第３種農地です。９番、土地の所在は○○○字○○○○、地
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目は登記簿が畑、現況が休耕畑、面積は７０２㎡、譲渡人は○○○、○○

○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は太陽光発電施設７

０２㎡、４９．５ｋＷ、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。水利同意は不要です。こちらも○○委員から、ご説明もございまし

たが、報告書が添付されています。隣接農地所有者は、太陽光パネルは危

険なものと認識しており同意を得られなかった。太陽光発電施設の工事及

び設置については営農上の支障が出ないように配慮する。という内容です。

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。 

○○番 委員   ○○番○○です。議案第３号 ５条許可申請の１番について報告します。 

         本件は使用貸借契約が締結されております。期間は契約日より永年間とな

っています。この農地は、面積５７８㎡の梅畑です。東側・南側は公衆用

道路で、西側と北側は畑となっております。 

 借受人は、現在、梅干し場が手狭になったため、近隣への影響が少ない当

該農地を選定のうえ転用して、梅干し場と農作業所を整備する計画です。 

         隣接する畑の所有者２名と、水利組合の同意を得ております。 

         雨水は、自然浸透と南側の既設側溝へ排水する計画です。 

         梅産業の振興を広義に解釈すると、梅の実の生産から梅干しの完成へ向け

た施設整備事業に転じることでありますので、問題がないものと判断しま

した。２番について、当該農地は、７３０㎡の畑です。東側は宅地・西側

は道路・南側は畑で、北側は畑と道路になっております。譲受人は、現在

の自宅及び作業場が道路の改修による用地として、買収されることになり、

建て替え用地を探していたところ、後継者がなく、土地を有効利用したい

と考えていた譲渡人との間に譲渡契約が成立したため、住宅及び作業場（１

０１．１１㎡）と駐車場と庭園（６２８．８９㎡）を整備するためのもの

です。工事施工に当たり、切り土や盛り土はおこなわない工法です。 汚

水及び雜排水は、合併浄化槽で処理したあと、雨水と共に西側の既設排水

路へ放流する計画です。 隣接農地所有者２名の同意と水利組合の同意書

も添付されております。以上のことから、問題はないものと判断いたしま

した。３番について本件は、使用貸借契約が締結されております。期間は

契約日より向こう１５年間となっています。この農地は、４９２㎡の梅畑

です。東側は公衆用道路・西側は畑・南側は貸し人所有の畑で、北側は宅

地となっております。借り人である法人は、土木業を経営しており、経営

規模の拡大により工事用中型ダンプカー等の駐車場が狭くなったため、駐

車場を設備するための申請です。隣接農地所有者２名及び水利組合の同意

を得ております。一部、許可前着工が行われていたことから、先ほど、事

務局から、議案の提案理由説明の中で、始末書が提出されていることの報
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告がありました。排水は、西側・東側の既設水路に放流する計画になって

おります。 以上のことから、問題がないものとしました。４番について

当該農地は、６１２㎡の休耕畑です。東側及び北側は公衆道路です。南側

は宅地で西側は宅地と畑になっております。畑の所有者の同意を得ており

ます。譲受人の父が、塾を経営しており、塾へ通う人々の駐車場を整備す

ることが急務となり、比較的広い当該土地が見つかったため、二世帯住宅

の建設と露天駐車場の整備のため申請があったものです。隣接畑の所有者

と水利組合の同意を得ております。 工法は、全体に盛り土して整地をお

こない、住宅（１４０．８２㎡）と車庫（４５．６０㎡）を建築し、自家

駐車場（９９．３９㎡）はコンクリート舗装で、塾の駐車場（２６２．７

５㎡）は砕石を敷き詰め、庭園（６４．１６㎡）は芝生を植栽する計画で

す。 

         排水は、合併浄化槽で処理後、雨水と共に新設の側溝を経て東側の排水路

へ放流することになっております。以上のことから、問題はないものとい

たしました。５番についてこの許可申請は、３筆合計１，８１０㎡の休耕

田に太陽光発電用パネル２４０枚を設置して４９．５ＫＷの発電をおこな

う計画です。東側は畑と宅地及び雑種地で、北側は公衆道路、西側は山林、

南側は畑となっております。東側畑の所有者同意を得ております。南側畑

の所有者は、先ほど、冒頭に報告いたしましたように、ミツバチの飼養に

悪影響があるのではないかと懸念しており、同意が得られない状況です。 

         工法は、切り土及び盛り土のない工法であります。雨水は、自然浸透で処

理する計画です。 以上の事柄を考慮しながら、高齢化や鳥獣による被害

あるいは後継者不足等、中山間における農地の維持管理は、大変厳しい状

況にあることと、当事者同士が、目的を定めての譲渡契約が成立する状況

にあることに鑑みて、許可相当と判断いたしました。６番についてこの許

可申請は、１３筆の休耕田と休耕畑で、合計面積５，６１１㎡の太陽光発

電施設を整備するためにパネル９５２枚を設置して４９．５ＫＷの施設２

基を西側区画とし、４８．７ＫＷ施設２基を東側区画として整備する計画

です。西側区画の東側は畑２筆と宅地及び田です。西側は譲渡人所有の田

で南側も譲渡人所有の田と公衆道路です。北側は地目・所有者共に不明で

す。東側区画の東側は譲渡人所有の田と宅地及び市道です。西側は畑と田

の２筆及び宅地で、南側の田２筆は○○○○及び○○○○がそれぞれ所有

しております。北側は、宅地と譲渡人所有の田です。隣接同意を必要とす

る農地の所有者全員の同意を得ております。工法は切り土・盛り土のない

工法です。雨水は、自然浸透で処理する計画です。この申請については熟

慮して対応することが賢明と考えるが、私たち農業委員会としての役目は、

転用することによって、付近の農地や農業施設に害を及ぼすことがないか、

といったことを狭義に考え、許可相当と判断いたしました。他の法律や規

則あるいは条例等で関わる関係部局との、情報共有も合わせ考える必要が

無いかどうか検討を提案します。これで、私の担当する案件の現地調査報

告を終わらせていただきます。次からの報告は、○○委員さんにお願いし

ます。 
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○○番 委員   ○○番○○です。７番、申請場所は○○○○から北東へ約１ｋｍ、現況は

休耕田です。隣接状況は東側が田、西側が山林、南側が田・一部山林、北

側が雑種地・山林です。転用理由は、譲渡人は高齢となり、また獣害もあ

り、農地の維持管理が困難になっていたところ、今回、太陽光発電施設と

して利用したいと要望があり、譲り渡すものです。転用内容は太陽光発電

施設パネル２３２枚設置 ４９．５ｋｗ発電設備を設置します。切土盛土

は無しです。雨水は自然浸透放流です。隣接同意あり、水利同意は不要で

す。問題ないと思います。８番、申請場所は○○○○から北東へ約２００

ｍ、現況は休耕畑です。隣接状況は東側が宅地、西側が宅地、南側が宅地、

北側が畑です。転用理由は、隣接地で物干し場が必要となったためです。

転用内容は物干場です。切土盛土は無しです。雨水は自然浸透です。隣接

同意あり、水利同意は不要です。問題ないと思います。９番、申請場所は

○○○○から南東へ約２００ｍ、現況は休耕畑です。隣接状況は東側が雑

種地・田、西側が宅地、南側が畑・一部山林、北側が公衆用道路です。転

用理由は、譲渡人は高齢となり、また獣害もあり、農地の維持管理が困難

になっていたところ、今回、太陽光発電施設として利用したいと要望があ

り、譲り渡すものです。転用内容は太陽光発電施設パネル２１６枚設置 ４

９．５ｋｗ発電設備を設置します。切土盛土は無しです。雨水は自然浸透

及び西側の既設側溝に放流です。隣接同意が一部ありません。事務局から

説明がありましたように、隣接農地所有者は太陽光パネルは危険なものと

認識しており同意を得られなかったとのことです。水利同意は不要です。

事業者側で雨水が隣接車庫に流れ込まない対策を講じるとのことですので

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。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。異議ございません。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。始末書もあり、異議ございません。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、５番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、６番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、７番。 

○○番 委員   ○○番○○です。７番と８番について異議ございません。 

議    長   はい、９番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   以上９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。 

里上 企画員   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、○○○字○○○○、地目は登記簿が田、

現況が山林、面積は４５２㎡、申請人は○○○、○○○○、申請地は昭和

５７年２月に贈与により取得してから、数年間、米を耕作していたが日当

たりが悪い事から耕作を続けられず現在は山林化しております。２番、土

地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が畑、現況が山林、面積は２

１４㎡、申請人は○○○、○○○○、申請地は昭和５２年５月に相続によ

り取得したが、耕作に不向きな土地の為、昭和６０年頃より耕作しておら

ず現在は山林化しております。３番、土地の所在は○○○字○○○○、地

目は登記簿が畑、現況が雑種地、面積は１８９㎡、申請人は○○○、○○

○○、申請地は４０年程前まで亡父が養豚を営んでいたが、その後は小さ

な裏庭となり、平成２３年に隣地の住宅を解体した際に申請地も合わせて

整地し、現在は雑種地となっております。４番、土地の所在は○○○字○

○○○、地目は登記簿が田、現況が雑種地、面積は４７２㎡、申請人は、

○○○、○○○○、申請地は平成５年頃より雑種地となっております。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。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番、申請場所は○○○○から北東へ約１５０ｍ、現況

は山林です。隣接状況は東側・南側・西側：山林、北側が山林・一部畑・

公衆用道路です。申請地は、３０年以上前から耕作しておらず、竹林等が

生い茂り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番です。１番の土地と隣接する位置に

ありまして、現況は山林です。隣接状況は東側・北側・西側：山林、南側

が公衆用道路・田です。申請地は、４０年以上前から耕作しておらず、竹

林等が生い茂り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。３番、申請場所は○○○○から北

東へ約９０ｍ、現況は雑種地です。隣接状況は東側が畑、南側が宅地、北

側が畑、西側が道路・畑です。申請地は、申請者の父親が４０年前まで養

豚場を経営し、その後は小さな裏庭となっていましたが、法面保護のため

擁壁を設けたことから、大半が法面となってしまい、現況は雑種地となっ

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。

４番、申請場所は○○○○から北へ約５００ｍ、現況は雑種地です。隣接

状況は東側が田・畑・ため池等、南側が堤・ため池、北側が田、西側が山

林です。申請地は、平成５年頃より雑種地となっておりますが、この度、

地目が農地であることを知り申請に至ったとのことです。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。 
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○○番 委員   ○○番○○です。１番及び２番について、周囲は山林で竹が群生していま

した。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。 

里上 企画員   ９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○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は２，５１

８㎡の内１，５００㎡、申請人は○○○、○○○○、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。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番、申請場所は○○○○から東へ約４００ｍ、現況は

梅畑です。隣接状況は東側が畑・山林、西側が畑、南側が畑、北側が畑・

山林です。形状変更理由は、申請地は水はけが悪く、湿畑となっているた

め、盛土して梅畑にするものです。高さ３０ｃｍから最大２．５ｍの盛土

の計画です。雨水は自然浸透です。隣接同意、水利同意もあり、問題ない

と思います。以上です。 

議    長   ありがとうございます。それでは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、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   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６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   １０ページをお願いします。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目

は登記簿が田、現況が畑、面積は５５３㎡、作物は野菜、１０アール当た

りの収穫量は２５０ｋｇ、希望価格は１６７万円、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。はい１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番の農地について、所有者の○○さんは、相続により、

この農地を取得しましたが、農業経験がなく知識もないことから、農地と

して利用していただける方に譲りたいとのことであり、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。議案第６号農地等売渡あっせん申出の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。 
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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   地元の○○○○委員さん、○○○○委員さん、○○○○委員さんにお願い

します。以上、委員の皆さん、よろしくお願いします。 

   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。 

里上 企画員   １１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１，５６１㎡、他１筆、合計２，８５６㎡、

売渡人は○○○、○○○○、買受人は○○○、○○○○、成立日は平成３

０年５月１０日、価格は２００万円です。あっせん委員は○○○○委員、

○○○○委員、○○○○委員です。２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２，３３４㎡、他１筆、合計３，

９９９㎡、売渡人は○○○、○○○○、買受人は○○○、○○○○、成立

日は平成３０年５月１２日、価格は３４０万円です。あっせん委員は○○

○○委員、○○○○委員、○○○○委員です。３番、土地の所在は○○○

字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は２，６８７㎡、売渡人は

○○○、○○○○、買受人は○○○、○○○○、成立日は平成３０年５月

１７日、価格は５０万円です。あっせん委員は○○○○委員、○○○○委

員、○○○○委員です。以上３件、ご報告申し上げます。 

議    長   あっせん委員さん、ご苦労さまでした。それでは顛末について報告願いま

す。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番について５月１０日に買受人の○○さんの自宅にお

いて、売渡人の○○さんと私たち委員３名の計５名が集い、あっせんが成

立しました。２番については、５月１２日に売渡人の○○さんの自宅にお

いて、買受人の○○さんと委員３名の計５名が集い、あっせんが成立しま

した。以上、報告いたします。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。５月１７日に○○○○において売渡人の○○さん、買受

人の○○さんと私たち委員３名の計５名が集い、あっせんが成立しました。

以上、報告いたします。 

議    長   報告第１号の３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。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、現況共に田、１，

０９４㎡、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２月９日です。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。 
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         （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。それでは他の案

件ですが、５月の県農業会議提出案件の５条１０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。 

那須  局長   資料を基に太陽光発電施設についての環境部局との調整及び５条申請６番

の太陽光発電施設の関係機関協議についての説明あり。 

里上 企画員   先月の５条申請１０番と１１番の太陽光発電施設について、「和歌山県太陽

光発電事業の実施に関する条例」の適用外であること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１０分終了 

 


