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平成３０年度 

第２０回和歌山市農業委員会議事録 
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１３時００分 開会 

◆田村局長 それでは、定刻が参りました

ので、第２０回農業委員会総会を開催いた

します。谷河会長よろしくお願いします。 

◆会長（谷河 績） ただいまより、第２

０回農業委員会総会を開会いたします。 

出席委員は１９名中１６名で、定足数に

達しておりますので総会は成立しています。 

去る１月２８日、宇治田委員、湯川委員、

吉川委員によりまして現地調査並びに事情

聴取が行われています。後ほど報告方よろ

しくお願いします。 

なお、宇治田委員、山本宏一委員、大

河内委員から都合により欠席したい旨、

ご連絡がありましたので、報告いたします。 

また、農業委員会会議規則第１７条第２

項に規定する議事録署名委員は、山本茂樹

委員、中村委員にお願いします。 

それでは報告事項より始めさせていただ

きます。 

報告事項 農地法第３条の３第１項の規

定による届出について説明いたします。 

◆東 企画員 番外、説明いたします。 

本件は、農地法第３条の３第１項の規定

による届出があったもので、１０件ありま

した。内容は全て相続による所有権の取得

です。また、本届出に対して受理書を交付

しておりますが、本受理書は権利の移動等

の効力を発生させるものではありません。

以上です。 

◆会長（谷河 績） この報告事項につい

て、ご了承いただけますか。 

「ハイと言うものあり。」 

それでは、ご了承いただけたことといた

します。 

報告事項 農地法施行規則第２９条第１

号の規定による届出について説明します。 

◆殿元事務副主任 番外、説明します。 

本件は、農地法施行規則第２９条第１号

に規定する農業用施設の届出で２件ありま

した。 

Ｎｏ１ 申請地は西和佐地区・・・、和

歌山インターチェンジの・・・・ｍに位置

しています。申請人は経営面積・・・・㎡

を有する農家です。昭和・・年頃より前土

地所有者が農業用倉庫を建てて利用してい

ましたが、届出をしていませんでしたので

本届出に至りました。 

Ｎｏ２ 申請地は東山東地区・・・、伊

太祈曽駅の・・・・ｍに位置しています。

申請人は、経営面積・・・・㎡を有する農

家です。過去に農業用倉庫を建てて利用し

ていましたが、届出をしていませんでした

ので本届出に至りました。以上です。 

◆会長（谷河 績） この報告事項につい

て、ご了承いただけますか。 

「ハイと言うものあり。」 

それでは、ご了承いただけたことといた

します。 

報告事項 農地法第４条第１項の規定に

よる農地転用届出について説明いたします。 

◆殿元事務副主任 番外、説明します。 

本件は、農地法第４条による市街化区域

内の農地転用の届出で４件ありました。平

成３１年１月２２日付、２９日付で受理通

知書を交付しています。以上です。 

◆会長（谷河 績） この報告事項につい

て、ご了承いただけますか。 
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「ハイと言うものあり。」 

それでは、ご了承いただけたことといた

します。 

報告事項 農地法第５条第１項の規定に

よる農地転用届出について説明いたします。 

◆殿元事務副主任 番外、説明します。 

本件は、農地法第５条による市街化区域

内の農地転用の届出で１９件ありました。

平成３１年１月１１日付、２２日付、２９

日付で受理通知書を交付しています。なお、

Ｎｏ１からＮｏ７は和歌山市が行っている

準用河川改修事業に関連しており、賃貸借

権の設定で一時転用となっております。ま

た、Ｎｏ１３及びＮｏ１９は使用貸借権の

設定となっておりＮｏ１８は賃貸借権の設

定で開発許可済です。以上です。 

◆会長（谷河 績） この報告事項につい

て、何かご意見、ご質問ございませんか。 

◆１９番（中村 弘） Ｎｏ３のみ一時

転用の期間が３か月となっていますが、こ

れは何かあるのですか。 

◆清瀧副課長 番外。説明いたします。 

 同じ工事の関連で、他の案件の一時転用

の期間は２か年なのですが、この部分につ

いては、実際に３か月しか使用しない部分

であると河川課から聞いております。 

◆会長（谷河 績） 他にございませんか。 

「ハイと言うものあり。」 

それでは、ご了承いただけたことといた

します。 

議案第１号 農用地区域除外に係る意見

について提案いたします。 

◆上野農林水産課事務副主任 番外、説明

させていただきます。 

本件は、農業振興地域の整備に関する法

律第１３条第１項の規定に基づき、同法施

行規則第３条の２の第２項の規定により、

農業委員会のご意見をお聴きするものです。 

お手元の資料、農用地区域除外参考資料

（位置図）をご覧ください。全３件の申出

があり、３ページに位置図を示しておりま

す。全３件、一括して説明させていただき

ます。①について説明させていただきます。

参考資料の４ページから８ページをご覧く

ださい。４ページにありますように申出地

は、赤色で着色し示しており、名草地区、

名草幼稚園の・・・・ｍに位置しておりま

す。また、青色で着色し示しています代替

地とは、申出地以外で代替することができ

ないか検討した土地のことを示しています。

他のページにも記載しています代替地に関

しましても同様の意味です。また、申出時

に受領した代替地検討書を５ページに添付

しております。６ページには、申出地を二

方から撮影した写真を、７ページには、農

用地区域の広がりを、８ページには、関係

各課の意見を示し、添付しております。参

考にご覧ください。 

除外申出の経緯といたしましては、利用

者の・・・・は、土地所有者の・・・・氏

の・・・・にあたります。利用者は、土地

所有者と共に申出地（・・・・・・）の隣

接地（・・・・・・）に同居中で、利用者

には・・・・が・人おり、・・・・に伴い、

土地所有者宅が手狭であるとのことです。

また、利用者は、・・・・・・であるとの

ことです。申出地（・・・・・・）は、北

側に宅地、東側に自宅、南側に農地、西側

に道路に隣接した農地となっています。利

用者は、申出地に新たに住宅を建築したい

との意向であり、利用者が申出地に住むこ

とにより、今後の・・及び土地所有者の高
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齢に伴う不安等を解消することができると

の意向で、除外申出に至りました。 

 続きまして、②について説明させていた

だきます。参考資料の９ページから１３ペ

ージをご覧ください。９ページにあります

ように申出地は、赤色で着色し示しており、

山口地区、市立山口小学校の・・・・ｍに

位置しております。また、申出時に受領し

た代替地検討書を１０ページに添付してお

ります。１１ページには申出地を二方から

撮影した写真を、１２ページには、農用地

区域の広がりを、１３ページには、関係各

課の意見を示し、添付しております。参考

にご覧ください。 

除外申出の経緯といたしましては、利用

者は・・・・で、土地所有者は、・・・・

氏です。申出地（・・・・・・）は、北側

及び東側に道路、南側及び西側に農地に隣

接した農地となっています。土地所有者で

ある・・・・氏の・・は・・・・・・に住

んでおり、・・・・であること、かつ、所

有し・・・・が・・・・・・、・・・・、・

・・・、・・・・にあることから、効率的

に・・が行えるとのことで、申出地に新た

な家を建築したいとの意向であり、除外申

出に至りました。 

続きまして、③について説明させていた

だきます。参考資料の１４ページから１８

ページをご覧ください。１４ページにあり

ますように申出地は、赤色で着色し示して

おり、和佐地区、市立和佐小学校の・・・

・ｍに位置しております。また、申出時に

受領した代替地検討書を１５ページに添付

しております。１６ページには、申出地を

二方から撮影した写真を、１７ページには、

農用地区域の広がりを、１８ページには、

関係各課の意見を示し、添付しております。

参考にご覧ください。 

開発予定の・・・・の会社概要といたし

ましては、・・・・、・・・・、・・・・等

を営んでおり、従業員は・・名程度とのこ

とです。 

申出の経緯といたしましては、・・・・

は、平成・・年・・月に、露天駐車場とし

て・・・・・・の除外申出を行っており、

平成・・年・・月・・日付で除外を行いま

した。しかし、平成・・年当時から、必要

とする駐車場が足りていなかったものの、

除外により拡張した土地と駐車場として借

りていた土地を利用し、現在営業をされて

いるとのことです。平成・・年・・月に借

りていた駐車場の契約が切れ、契約更新が

できなかったため、駐車場となる土地を探

していたとのことです。また、事業は好調

で、売り上げも伸びているとのことです。

申出地の・・・・・・は、北側に・・・・、

東側に水路、南側に里道、西側に宅地に隣

接した土地となっています。申出地を露天

駐車場に開発することで、作業の利便性、

安全性が向上し、一体的な土地の有効活用

ができるとの意向で除外申出に至りました。 

 以上の全３件について、農業振興地域の

整備に関する法律第１３条第２項に掲げる

１号から５号までの要件のすべてを満たす

と判断し除外を行おうとするものです。 

説明は、以上です。 

◆会長（谷河 績） 議案第１号について、

説明が終わりましたが、この議案について、

何かご意見、ご質問ございませんか。 

「異議なし、との声。」 

ご意見、ご質問がないようでございます

ので、議案第１号に対する意見は、やむを
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得ないとさせていただきます。 

議案第２号 相続税の納税猶予に関する

適格者証明願について提案いたします。 

◆中川班長 番外、説明します。 

本件は、租税特別措置法第７０条の６第

１項の規定による相続税納税猶予に関する

適格者証明書の申請があったもので２件あ

りました。各相続人から耕作を継続する旨

の誓約書が添付されております。以上です。 

◆会長（谷河 績） 議案第２号について

説明が終わりましたが、この議案について、

何かご意見、ご質問ございませんか。 

「異議なし、との声。」 

ご意見、ご質問がないようでございます

ので、議案第２号は可決と決定しました。 

議案第３号 農地法第２条の農地でない

旨の証明願について提案いたします。 

◆殿元事務副主任 番外、説明します。 

 本件につきましては、非農地証明の交付

基準に基づき、証明願の提出が４件ござい

ました。 

Ｎｏ１ 昭和・・年・・月頃より公衆用

道路として利用している Ｎｏ２ 昭和・

・年頃より宅地として利用している Ｎｏ

３ 平成・・年頃より倉庫として利用して

いる Ｎｏ４ 昭和・・年頃より農業用倉

庫として利用している。また、Ｎｏ１から

Ｎｏ４については、非農地証明の交付条件

（５）の土地であって（７）から（９）の

条件を満たしていると思われます。以上で

す。 

◆会長（谷河 績） 議案第３号について

説明が終わりましたが、この議案について、

何かご意見、ご質問ございませんか。 

「異議なし、との声。」 

ご意見、ご質問がないようでございます

ので、議案第３号は可決と決定しました。 

議案第４号 農地法第３条の規定による

許可申請について提案いたします。 

◆殿元事務副主任 番外、説明します。 

本件は、農地法第３条の規定に基づく許

可申請で２件ありました。Ｎｏ１からＮｏ

２については、調査の結果、耕作等に支障

がないこと、当該農地の権利を取得しよう

とする者は、下限面積要件を満たし、その

取得後において全ての農地を効率的に耕作

を行い、農作業に常時従事すると認められ

るなど、農地法第３条第２項各号には該当

しないため、許可要件の全てを満たしてい

ます。以上です。 

◆会長（谷河 績） 議案第４号について、

説明が終わりましたが、この議案について、

何かご意見、ご質問ございませんか。 

「異議なし、との声。」 

ご意見、ご質問がないようでございます

ので、議案第４号は可決と決定しました。 

議案第５号 農地法第４条第１項の規定

による許可申請に対する意見について提案

いたします。 

◆殿元事務副主任 番外、説明します。 

 申請地の場所を示した簡易地図を議案と

共に配付していますのでご覧ください。 

Ｎｏ１ 申請地は川永地区・・・、川永

小学校の・・・・ｍに位置し、市街地に近

接する区域内でその規模が概ね１０ｈａ未

満のため第２種農地に該当します。申請者

は・・・・を営んでおり、・・・・の進入

を容易にする目的から、当該申請地を進入

路として転用するものです。 

Ｎｏ２ 申請地は安原地区・・・、智辯

学園和歌山高等学校の・・・・ｍに位置し、

市街地に近接する区域内でその規模が概ね
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１０ｈａ未満のため第２種農地に該当しま

す。申請者は・・・・を営んでおり、自身

の・・・・の作業性の向上及び地域住民の

通行のため、道路の拡幅を目的として、進

入路として転用するものです。以上です。 

◆会長（谷河 績） 議案第５号について、

説明が終わりましたが、この議案について、

何かご意見、ご質問ございませんか。 

「異議なし、との声。」 

ご意見、ご質問がないようでございます

ので、議案第５号は可決と決定しました。 

議案第６号 農地法第５条第１項の規定

による許可申請に対する意見について、提

案いたします。 

◆殿元事務副主任 番外、説明します。 

申請地の場所を示した簡易地図を議案と

共に配付していますのでご覧ください。 

Ｎｏ１ 申請地は安原地区・・・、安原

小学校の・・・・ｍに位置し、概ね１０ｈ

ａ以上の規模の一団の農地の区域内にある

ため第１種農地に該当しますが、集落に接

続される住宅その他日常生活上又は業務上

必要な施設であり不許可の例外に該当しま

す。申請人は現在・・・・に住んでいます

が・・の家に近い、・・の・・名義の当該

地に住宅を建てるため転用するものです。

なお、使用貸借権の設定で開発許可申請中

です。 

Ｎｏ２ 申請地は西山東地区・・・、吉

礼駅の・・・・ｍに位置し、概ね５００ｍ

以内に鉄道の駅がある第２種農地に該当し

ます。本申請は土地所有者である・・・・

と・・・・での申請となっています。現在

・・・・と・・・・は共に居住しています

が、現在の居住地を・・・・へ引き渡し、

新たに・・・・所有の当該地へ・・・・及

び・・・・のため２世帯の住宅を建てるた

め転用するものです。なお、使用貸借権の

設定で、開発許可申請中です。 

Ｎｏ３ 申請地は山口地区・・・、山口

小学校の・・・・ｍに位置し、市街地に近

接する区域内でその規模が概ね１０ｈａ未

満のため第２種農地に該当します。申請者

は・・・・を務める者で、仕事関係者の自

宅への訪問が多く、来客用の駐車場が不足

していたため、露天駐車場として転用する

ものです。以上です。 

◆会長（谷河 績） 議案第６号について

説明が終わりましたが、この議案について、

何かご意見、ご質問ございませんか。 

「異議なし、との声。」 

ご意見、ご質問がないようでございます

ので、議案第６号は可決と決定しました。 

議案第７号 農用地利用集積計画につい

て、提案いたします。 

◆中川班長 番外、説明いたします。 

本件は、農業経営基盤強化促進法第１８

条第１項の規定による農用地利用集積計画

に基づく利用権の設定で、新規の契約が６

件ございました。全て使用貸借権の設定で

す。期間はＮｏ３が１年、Ｎｏ５が４年、

Ｎｏ１、Ｎｏ２、Ｎｏ６が５年、Ｎｏ４が

６年です。面積は田が１３，２１５㎡でし

た。なお、Ｎｏ３については新規就農とな

り、現地調査並びに事情聴取を行っており

ますので担当の委員さんより報告がありま

す。以上です。 

◆会長（谷河 績） Ｎｏ３につきまして、

現地調査並びに事情聴取を行っていますの

で湯川委員さん報告願います。 

◆８番（湯川德弘） 報告いたします。

利用権の設定についてということで、去る
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１月２８日に宇治田委員、吉川委員ととも

に現地調査及び事情聴取を行いました。借

人は和歌山市・・・・・・、・・・・、貸

人は和歌山市・・・・、・・・・さんです。

所在地は和歌山市・・・・・・外・筆、・、

・・・・㎡です。・・・・について説明い

たしますと、・・・・と言うのがありまし

て、その中に・・・・、・・・・というの

がございます。そこで現在雇用者を一時ス

トックしているという形です。申請者は・

・・氏で・・歳、従業員が約・・名、その

うち・・名が身体に障害をお持ちの方々で

す。農作物は・・・・とか他の直売所へ出

すということです。平成・・年・・月から

福祉サービス事業所ということで現在まで

やって来ておりますが、現地の方は土地の

収用ということで・・・・の所有する土地

はこれからもうなくなってしまうというこ

とで、場所を移転する必要があるとのこと

です。そこで和佐地区の方で・・・・氏に

お話しをしてお借りすることになったとの

ことです。この土地を借りるにあたっては、

井口委員があっせんされております。調べ

ましたところ、現在、既に・・・・㎡程度

の面積でやっておるのですが、今度新しく

借りるところは平坦地でありまして、しか

も、進入路が非常に狭く、軽トラも入るか

入らないかの状態であります。現在コマツ

ナを作るために簡易ハウスを作っています。

中の状態を見ましても、農業をするのには、

なかなか難しいのではないかと感じており

ます。しかしながら、昨日も再度見に行っ

たところハウスを次々と建てておりました。

ただ、この人たちがこの農地を借りている

のは一応１年契約ということでありまして、

そこがちょっと引っかかります。せっかく

ハウスを建ててナイロンを張ったものを、

なぜ１年契約なのかなと、もう少し３年と

か、なぜ借りられないのかなということで

あります。この農業の経営は厚労省の身体

障害者支援事業という形で行われると聞い

ておりますが、新規就農者の認定だけ取得

して別の事業をしているというのであれば

違反にもなりかねないということで、当農

業委員会がそのカモフラージュに利用され

るのではなかろうかという危惧もあります。

したがって、１０月で契約が切れるのであ

ればその時点でもう一度確認するなど、そ

の辺りも今後、追跡調査を行うなどお願い

したいと思っております。以上です。 

◆会長（谷河 績） ありがとうございま

した。議案第７号について説明、報告が終

わりましたが、この議案について、何かご

意見、ご質問ございませんか。 

 現調委員さんからは、ちょっと騙される

のではないかということでしたが。 

◆９番（藤井幹雄） 先ほど湯川委員が

おっしゃった疑念は、報告を聞いていて皆

が共有したのではないでしょうか。でも積

極的にノーというまでの理由がないからや

むを得ず可決するということであれば、そ

の旨を議事録に一言書いていただいた方が

よいのではないでしょうか 

◆会長（谷河 績） 湯川委員は現調をし

てくれたご意見を報告してくれました。そ

の上で、ご意見ございませんか、というこ

とで皆さんにお伺いしました。それで他に

ご意見等がございませんでしたので。 

◆９番（藤井幹雄） 了解しました。 

◆会長（谷河 績） 他に何かございませ

んか。可決決定してよろしいでしょうか。 

「異議なし、との声。」 



 9 

 ご異議がないようでございますので、議

案第７号は可決と決定しました。 

議案については以上です。その他、何か

ございませんか。 

 「なし、との声。」 

それでは、ご質問がないようでございま

すので第２０回総会を閉会いたします。長

時間ありがとうございました。 

 

１３時５７分 閉会 

 


