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令和元年度 
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１３時００分 開会 

◆東山局長 それでは、定刻が参りました

ので、第２６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） 去る７月１９日開催

の紀伊地区農地相談会、また、７月２６日

開催の京丹後市への視察研修にご出席され

た委員の皆様お疲れさまでした。ありがと

うございました。 

ただいまより、第２６回農業委員会総会

を開会いたします。出席委員は１８名中１

６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７月２９日、宇治田委員、有本委員、

岩橋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、曽根委員、辻本委員から都合によ

り欠席したい旨、ご連絡がありましたので、

ご報告いたします。 

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、吉川委員、

大河内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。 

◆稲垣事務副主任 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、８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 農地賃貸借契約等登録台帳の

賃借人名義変更について、説明いたします。

◆東事務副主任 番外、説明します。 

農地賃貸借契約等登録台帳の賃借人の名

義変更が４件ありました。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１８条第６項の規定

による通知について、説明いたします。 

◆東事務副主任 番外、説明します。 

 本件は、農地法第１８条第６項の賃貸借

の合意解約通知で１件ありました。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 農地法施行規則第２９条第 1

号の規定による届出について、説明いたし

ます。 

◆東事務副主任 番外、説明します。 

 本件は、農地法施行規則第２９条第 1号

の規定する農業用施設の届出が１件ありま
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した。 

 Ｎｏ．１申請地は東山東地区・・・、山

東駅の・・・ｍに位置します。申請人は、

経営面積・・・㎡を有する・・です。昨年

の台風で倒壊した・・・を再度建て直すた

め、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。 

◆東事務副主任 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１０件ありました。

令和元年７月９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。 

「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。 

◆東事務副主任 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１６件ありました。

令和元年７月９日付、１９日付、２９日付

で受理通知書を交付しています。 

なお、Ｎｏ．５は賃貸借権の設定で、Ｎ

ｏ．４、１１、１６は使用貸借権の設定で

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。 

「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 農用地利用配分計画の許可に

ついて、説明いたします。 

◆稲垣事務副主任 番外、説明します。 

本件は、農地中間管理事業の推進に関す

る法律第１８条第４項の規定に基づき、県

知事より認可されたもので、２件ございま

した。面積は、田が３，２５３㎡です。 

なお、令和元年７月９日付で県知事によ

る認可済です。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。 

「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。 

Ｎｏ．１を先議とさせていただきます。

・・・お願いします。 

◆東事務副主任 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、証明願の提出がありました。 

 Ｎｏ．１ ・・年頃より宅地として利用

している。こちらについては非農地証明の

交付条件（５）の土地であって、（７）及

び（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１号Ｎｏ．１

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Ｎｏ．１は可決と決定し
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ました。 

続いて、Ｎｏ．１以外について 

◆東事務副主任 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６件ありま

した。 

Ｎｏ．２ ・・年以前より宅地として利

用している。Ｎｏ．３ ・・年より宅地と

して利用している。Ｎｏ．４ ・・年頃よ

り山林化している。Ｎｏ．５ ・・年頃よ

り住宅への進入路として利用している。Ｎ

ｏ．６ ・・年頃より宅地として利用して

いる。Ｎｏ．７ ・・年以前より宅地とし

て利用している。 

 また、Ｎｏ．４については、非農地証明

の交付条件（４）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。Ｎｏ．４以外については、非農地証

明の交付条件（５）の土地であって、（７

）及び（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１号Ｎｏ．１

以外について、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Ｎｏ．１以外は可決と決

定しました。 

議案第２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。 

◆東事務副主任 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５件ありました。 

 Ｎｏ．１からＮｏ．５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。 

Ｎｏ．４を先議とさせていただきます。

・・・お願いします。 

◆東事務副主任 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、併せてご覧くだ

さい。 

Ｎｏ．４申請地は、岡崎地区・・・、東

部サービスセンターの・・・ｍに位置し、

おおむね３００ｍ以内に市の支所があるた

め、第３種農地に該当します。申請者は、

・・・であり、・・・の・・・、・・・、・

・・、・・・の４つの・・・を統合して、

より高度な・・・を提供できる・・・の建

築をするために、当該申請地を転用しよう

とするものです。なお、開発許可申請中で、

特定事業許可申請中です。 

◆会長（谷河 績） 議案第３号Ｎｏ．４

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。」 
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ご意見、ご質問がないようでございます

ので、議案第３号Ｎｏ．４は可決と決定し

ました。 

 続いて、Ｎｏ．４以外について。 

◆東事務副主任 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、併せてご覧く

ださい。 

Ｎｏ．１申請地は、川永地区・・・、川

永小学校の・・・に位置し、市街地に近接

する区域内でその規模がおおむね１０ｈａ

未満のため、第２種農地に該当します。申

請者は、・・・を営んでおりますが、事業

規模の拡大に伴い新たな倉庫が必要となっ

たため、自社の・・・の隣接地である当該

地を倉庫用地として転用しようとするもの

です。 

Ｎｏ．２申請地は、小倉地区・・・、県

立和歌山高等学校の・・・ｍに位置し、農

用地区域内農地に該当します。申請者は、

・・・を営んでおり、近隣地で・・・を運

営しておりますが、・・・の別館を建築す

るにあたり、建設地の隣接地である当該申

請地を建築資材や重機などの資材置場とし

て転用しようとするものです。また、期間

が２年間の一時転用で賃借権設定です。な

お、農用地区域内農地であるため現地調査

及び事情聴取を行っておりますので、後ほ

ど担当の委員さんから説明があります。 

Ｎｏ．３申請地は、西和佐地区・・・、

紀伊風土記の丘から・・・ｍに位置し、市

街地に近接する区域内でその規模がおおむ

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、・

・・を保管する場所が不足しているため、

事務所に隣接する申請地を・・・として転

用しようとするものです。 

 Ｎｏ．５申請地は、安原地区・・・、安

原小学校の・・・ｍに位置し、おおむね１

０ｈａ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るため、不許可の例

外に該当します。申請者は現在、・・・に

住んでいますが、・・・手狭になってきた

ため、申請者の・・の所有である当該申請

地を・・・として転用しようとするもので

す。なお、使用貸借権の設定です。 

 なお、Ｎｏ．１、２につきましては、宇

治田委員、有本委員、岩橋委員と現地調査

並びに事情聴取を行っておりますので、担

当の委員から報告があります。以上です。 

◆会長（谷河 績） Ｎｏ．１につきまし

て、現地調査並びに事情聴取を行っていま

すので有本委員さん報告願います。 

◆４番（有本太一） 去る７月２９日、岩

橋委員・宇治田委員と共に現地調査並びに

事情聴取を行いました。 

申請地は和歌山市・・・、・・・、・・・

の３筆で面積は・・・㎡です。岩出バイパ

スより・・に位置し、申請者は・・・で、

資本金・・・円で従業員数はパートを含

め・・・名、・・・年に設立され年間売上

額・・・円、事業内容は・・・です。申請

地・・に・・・があり、今後の業務拡張に

伴って申請地へ倉庫を増築したいとのこと

です。 

 雨水は集水後排水管を通って東側既設水

路へ放流とのことです。また、六箇井土地

改良区の了解を得ています。隣接農地への

影響について、２筆あるが同意を得ている

とのことです。事業に要する経費について
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は、土地・・・円、造成・・・円、建

築・・・円程度で・・・でまかなうそうで

す。完成予定日は許可日から１か年を予定

しているとのことです。以上のことから、

当許可申請については、特に問題はないと

思われますが、皆様の慎重なご審議をよろ

しくお願いいたします。以上報告終わりま

す。 

◆会長（谷河 績） ありがとうございま

した。続いてＮｏ．２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岩

橋委員さん報告願います。 

◆１０番（岩橋 章） 議案Ｎｏ．２につ

いて報告します。去る７月２９日に、宇治

田委員、有本委員と共に、現地調査並びに

事情聴取を行いました。 

 申請地は・・・で、面積は・・・㎡、現

況は畑で、農用地区域内にあります。転用

目的は資材置場に一時転用したいとのこと

です。申請者は・・・です。・・年・・

月・・日設立で、従業員・・・人、・・・

などの・・・を行っています。 

 申請に至った理由ですが、申請地の・・

に・・・の別館を建設するために、この土

地を建築資材・重機・作業員の車の置場、

仮設事務所などに利用したいとのことです。

なお、別館は・・・で総面積は・・・

㎡、・・・は・・・人です。 

転用の期間は２年間で、賃貸借権設定で

す。終了後、農地へ原状回復を行うとのこ

とです。事情聴取でも再度確認しました。

排水は、素堀側溝から素堀枡へ溜めたあと、

南側の既設集水枡へ放流するとのことです。

隣地農地、土地改良区の同意を得ています。

特に問題はないと思いますが、皆様方の慎

重な審議をお願いします。以上報告終わり

ます。 

◆会長（谷河 績） ありがとうございま

した。議案第３号Ｎｏ．４以外について説

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７

件ございました。 

 賃借権が１件、使用賃借権が６件の設定

です。賃借期間は議案書のとおりです。 

 面積は、田が１４，５０５㎡です。 

 また、その内農地中間管理事業による設

定が３件あり、面積は、田が４，２２１㎡

です。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２６回総会を閉会いたします。長

時間どうもありがとうございました。 

 

１３時２２分 閉会 

 


