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  令和３年度 

第１５回和歌山市農業委員会議事録 

 

日 時  令和３年 ９月１０日（金曜日） １３時００分 開会 

場 所  和歌山市農業委員会会議室 

 

議案第１号 市民農園の開設の認定について 

議案第２号 和歌山市遊休農地解消対策事業に伴う遊休農地の証明願について 

議案第３号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について 

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 

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 

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 

議案第７号 農用地利用集積計画について 

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 

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 

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 

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 

報告事項 認定電気通信事業者の中継施設等の設置について 

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 

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 
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１３時００分 開会 

◆奥谷局長 それでは定刻となりましたの

で、ただいまから第１５回農業委員会総会

を開催いたします。なお、本日の総会も時

間の短縮を図るため、報告事項の説明を割

愛させていただき、議案の審議から始めさ

せていただきます。ご理解、ご協力をよろ

しくお願いします。なお、報告事項につき

ましては、議案書Ｐ１６以降に掲載してい

ますので、ご確認ください。 

それでは、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１

５回農業委員会総会を開会いたします。 

 出席委員は１９名中１５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８月２７日、辻本委員、山本委員、

藤田委員、古川委員、吉中委員、廣井委員

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、辻本委員、古川委員、中尾委員、

坂東委員から都合により欠席したい旨、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、大河内委

員、曽根委員にお願いします。 

 それでは議案の審議から始めさせていた

だきます。 

議案第１号 市民農園の開設の認定につ

いて、提案いたします。 

◆農林水産課川上企画員 番外、説明いた

します。 

 本件は、市民農園を開設認定するにあた

り、市民農園整備促進法第７条第３項の規

定に基づき、農業委員会の決定を経る必要

がありますので、農業委員会のご意見をお

聴きするものです。なお、本農園はすでに

平成２８年１１月１日に認定を受けて開設

されており、今回、認定を更新するため申

請がありました。和歌山市冬野１３２０番

１、田、６４４㎡となっております。 

当該土地についてですが、土地の所有者

は・・・在住の・・・氏です。園主は・・

・の・・・氏であり、農園の維持管理など

園主としての業務を行っています。１区画

１５㎡の計２１区画で、付帯施設として休

憩所、井戸、農機具倉庫、コンポスト、ト

イレ及び駐車場の設備を備えるものです。

Ｐ４からＰ８に整備運営計画を添付してお

ります。 

利用料は１区画あたり、年間１，５００円

で、区画数は２１区画となっており、年間

通じて出入りはあるものの、９割方利用さ

れているとのことです。更新は令和３年１

１月１日の予定で、前回と同様に５年間の

使用貸借権の設定を計画しています。 

当該申請地につきましては、現在も市民

農園として利用されており、市民農園整備

促進法第７条第３項に掲げる１号から６号

について、すべての要件を満たすと判断し、

市民農園として再度認定しようとするもの

です。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号は可決と決定しました。 

議案第２号 和歌山市遊休農地解消対策

事業に伴う遊休農地の証明願について、提

案いたします。 

◆西森主査 番外、説明いたします。 
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 本件は和歌山市遊休農地解消対策事業補

助金交付要綱第５条の規定に基づいたもの

で、補助金の交付申請にあたり遊休農地証

明書を添付する必要があり、借受予定者か

ら証明願が１件ありました。対象農地は、

田のみで面積は３，００７㎡です。遊休農

地証明書交付の可否についてご審議願いま

す。なお、対象農地については、Ｐ１４の

議案第７号農用地利用集積計画Ｎｏ．２で

利用権の設定を上程しております。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 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。 

◆藤田班長 番外、説明いたします。 

 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１件あったものです。 

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。 

◆肥田主査 番外、説明いたします。 

 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。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

率的に耕作し、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

していると思われます。なお、Ｎｏ．１は

利用権設定で耕作していた農地を所有権移

転するものです。また、Ｎｏ．２とＮｏ．

５については新規就農となるため、現地調

査ならびに事情聴取を行っておりますので、

担当委員から報告があります。以上です。 

◆会長（谷河 績） 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

すので廣井委員さん報告願います。 

◆１１番（廣井伸多） Ｎｏ．２につきま

して、報告します。 

去る８月２７日に古川委員及び事務局と

共に現地調査並びに事情聴取を行いました。 

本申請は、農地法第３条の規定による許可

申請で新規就農案件です。事情聴取には、

申請人本人である・・・氏（・・・歳）と

・・・行政書士が出席されました。申請地

は、本渡５９－１他、計７筆７４９７㎡で

本渡６９番２以外は休耕地となっています。 

 申請人は、・・・で株式会社・・・とい

う・・・の取替及び修繕を行う会社の・・

・を務めており、以前より我が国の食料自

給率が低いと言われていることを懸念し、

いつか自給自足ができるように農業を始め

たいとの思いをもっておりました。又、８

歳、４歳になる２人の子どもに食べ物の大

切さを教えたり、食の安全性を感じてもら

いたいとの思いが日々強くなり、本業の経

営が安定し時間の融通が利くようになった

このタイミングで就農したく農地を探して
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いたところ、農地管理に苦労され、後継者

がいない譲渡人と話がまとまり本申請に至

りました。農業経験のない申請人が指導を

受ける方を探していたところ、ネット検索

して見付けた、・・・で・・・を主宰する

・・・氏の下で９ケ月間農業研修を受講し、

現在も毎週会社のある・・・から車で３０

分の距離にある同・・・に通っております。 

 申請地は、申請人の・・・の自宅から約

６ｋｍ、車で１０分の距離にあり、作付け

品目は主に水稲で前述した・・・氏を通し

たルートで販売する予定になっています。

野菜に関しては、当面の間自家消費分だけ

の栽培予定となっております。水稲に必要

な農機具一式は中古で購入予定で、同社の

・・・も務める同い年の奥様と協力して耕

作を行うとのことです。新規就農に際して、

取得面積が多くないかの質問に対して、当

初は本申請の半分位の面積から始めようと

していたのですが、譲渡人たっての希望で

この面積になったとの回答でした。本申請

地で耕作を始めるにあたり、地域の営農に

関する会議や水路清掃、除草作業、用水路

の管理など、地域農家で取り組む共同作業

への積極的な参加に努め、農薬の使用方法

についても地域の防除基準に従うとのこと

で、最後に地域の活性化に寄与したいとの

力強い言葉を頂きました。 

以上のことから、特に問題はないものと

思われますが、皆様の慎重なご審議の程、

よろしくお願いいたします。 

◆会長（谷河 績） ありがとうございま

した。Ｎｏ．５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吉中委員

さん報告願います。 

◆９番（吉中雅三） Ｎｏ．５につきまし

て、報告します。 

 本日、辻本委員は所要のため欠席してい

ますが、先日の現地調査や事情聴取の結果

について、報告書を預かっていますので代

読します。 

 ８月２７日に吉中委員と私のほか、事務

局職員の３名で本件申請にかかわる現地調

査、ならびに申請人からの事情聴取を行い

ました。 

申請人及び申請の対象になっている農地

は議案書記載のとおりです。 

 申請人は、海南市域で４，３１４㎡の農

地を、海南市農業委員会の許可を受けて取

得しています。今回取得する農地は、その

農地に隣接しており、面積は１２８㎡で先

に取得した農地と合わせると４，４４２㎡

となり、３条申請の許可要件の一つである

下限面積を満たしています。申請者はこれ

まで会社員ですが、かねてより農業をした

いと思っていたところ、経験豊富な協力者

と出会えたのを機に、就農を決意したよう

です。なお、申請者は新規就農で、経験豊

富な２名の応援者の協力を得て、イチジク

栽培を始めたようです。トラクターなど必

要な農機は確保しており、就農経験は浅い

ものの協力者の指導を仰ぎながら、農業経

営を進めていく考えのようです。今回の申

請対象になっている農地は畑ですが、すで

に許可を得ている隣接農地では水稲が栽培

されていることから、収穫が済み次第イチ

ジク栽培に適した圃場に整備するようです。

また、将来的には直売所を設け、「朝採り

イチジク」の販売も考えているなど、農業

経営に積極的な姿勢を示していることなど

を勘案すると、すでに継続して効率的に耕

作するものと思われます。 
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 このように、申請人の耕作意欲、農機の

保有状況、協力者２名を含む農作業従事者

数、周辺農地との調和などを総合的に勘案

すると、本件事案に農地法第３条２項に抵

触するような問題は無いものと考えますが、

委員各位による十分なご審議をお願いして、

現地調査並びに事情聴取の結果報告といた

します。 

◆会長（谷河 績） ありがとうございま

した。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。 

◆肥田主査 番外、説明いたします。 

 申請地は、西和佐地区・・・、西和佐小

学校から南東約・・・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１

０ｈａ未満のため第２種農地に該当します。

近隣の民家や事業者からの駐車場需要が多

い申請地を貸駐車場として利用するため転

用申請するものです。本件は一般基準を満

たしていると思われます。なお、現地調査

ならびに事情聴取を行っておりますので、

担当委員から報告があります。以上です。 

◆会長（谷河 績） 現地調査並びに事情

聴取を行っていますので藤田委員さん報告

願います。 

◆５番（藤田城司） Ｎｏ．１につきまし

て、報告します。 

 令和３年８月２７日に、山本委員、事務

局と私で現地調査及び事情聴取を申請人、

・・・より行いました。申請地は、議案書

のとおりです。転用目的は、露天貸駐車場

です。転用に至った理由ですが、農業後継

者も農地を管理する人手も確保できなくな

ったため、農地を荒らし周辺の方のご迷惑

にならないように今後の管理方法を模索し

ていたところ、駐車場を探しているという

声かけをいただくことが多くあり、貸駐車

場とすることにしました。この辺りは、和

歌山インターからも近く交通の便が良く近

年新しい井ノ口秋月線が整備されたことも

あり、近隣住宅の方や事業者の駐車場需要

は高いと思われ、転用し貸駐車場として利

用する計画をたてました。隣接する他者所

有農地はなく、南側は里道です。排水に関

しましては、従来どおり自然浸透と東側水

路へ接続します。事業に関する土地購入費、

工事代金は、全額・・・で賄うとのことで

す。申請地は、申請許可後、およそ２ケ月

で完成させる意向です。駐車場工事につい

ては、西側道路を進入口として土を入れ、

砕石で仕上げます。北側、東側、南側は、

のり面仕上げとし、車両駐車場位置はロー

プで区切り、普通乗用車１４台、中・大型

車１７台となります。通学路にもなってい

る北側の市道とは段差がついてしまうので、

和歌山市と相談の上対応する予定とのこと

です。また、２期工事として擁壁工事も計

画しているとのことです。近隣の方には説

明を済ませており、周囲の営農関係に悪い

影響を及ぼす懸念は少ないと思います。 

 以上のことから、当許可申請について特

に目立った問題は見当たらないと思います

が、委員の皆様方の慎重なご審議をよろし

くお願いします。 

◆会長（谷河 績） ありがとうございま
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した。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。 

◆肥田主査 番外、説明いたします。 

 Ｎｏ．１申請地は、西和佐地区・・・、

紀伊風土記の丘カースクールから西・・・

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。実家及び耕作地に近

い申請地に新たに住居を構えるため、転用

申請するものです。使用貸借権設定です。 

Ｎｏ．２申請地は、山口地区・・・、イ

ズミヤ紀伊川辺店から西約・・・ｍに位置

し、おおむね１０ｈａ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。申請人は和歌山

市・・・で・・・を営む法人であり、近隣

で維持管理しやすい申請地を露天資材置場

として利用するため転用申請するものです。 

Ｎｏ．３申請地は、岡崎地区・・・、和

歌山南インターから北約・・・ｍに位置し、

おおむね３００ｍ以内に高速道路等の出入

口があるため第３種農地に該当します。実

家及び耕作地に近い申請地に新たに住居を

構えるため、転用申請するものです。使用

貸借権設定です。 

Ｎｏ．４申請地は、東山東地区・・・、

山東駅から南西・・・ｍに位置し、おおむ

ね５００ｍ以内に鉄道の駅があるため第２

種農地に該当します。申請人は申請地西隣

で住宅建築予定の個人であり、近隣の住民

からの駐車場需要が多い申請地を貸駐車場

として利用するため転用申請するものです。 

Ｎｏ．５申請地は、安原地区・・・、智

辯学園和歌山から東約・・・ｍに位置し、

おおむね１０ｈａ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、既存施設の拡張にあたるため、不許

可の例外に該当します。申請人は・・・に

本社を置く・・・を営む法人で、申請地西

隣に工場を持っており、申請地を従業員及

び来客用の駐車場として利用するため転用

申請するものです。なお、令和２年６月１

５日付けで農用地区域除外済みです。 

Ｎｏ．６申請地は、安原地区・・・、安

原小学校から南西約・・・ｍに位置し、お

おむね１０ｈａ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。申請人は現在も・・・

で居住しており、子供が成長してきて手狭

になってきたため、新たに住宅を建築する

ため転用申請するものです。開発許可申請

中です。 

Ｎｏ．７申請地は、川永地区・・・、川

永小学校から南約・・・ｍに位置し、おお

むね１０ｈａ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。申請人は申請地の北側で・

・・を営む法人で、業務量が増大している

ことから商品保管場所が不足しており、申
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請地を倉庫として利用するため転用申請す

るものです。開発許可申請中です。 

Ｎｏ．８申請地は、山口地区・・・、山

口神社から東約・・・ｍに位置し、おおむ

ね１０ｈａ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、

既存施設の拡張にあたるため、不許可の例

外に該当します。申請人は申請地の西側で

・・・を運営する・・・であり、来客用の

駐車場として利用するため転用申請するも

のです。なお、令和３年７月８日付けで農

用地区域除外済みです。 

Ｎｏ．９申請地は、安原地区・・・、紀

北支援学校から北東約・・・ｍに位置し、

おおむね１０ｈａ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、一時的な利用で農地が限定されるた

め、不許可の例外に該当します。申請人は

申請地の南で・・・を新たに建設予定であ

り（令和３年７月１６日農地転用許可済）、

当該施設の建設工事のための進入路として

使用するため、転用申請するものです。転

用期間は令和３年１０月１日から令和４年

３月３１日までの予定です。使用貸借権及

び賃貸借権設定です。 

Ｎｏ．１０申請地は、岡崎地区・・・及

び・・・、和歌山東高等学校から北西約・

・・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。申請人は和歌山

市・・・で・・・を営む法人であり、道路

に面していて利便性が高い申請地を、事務

所及び倉庫として使用するため、転用申請

するものです。開発許可申請中です。 

Ｎｏ．１１申請地は、安原地区・・・、

三田小学校から南西約・・・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。申請人は申請地南側に隣接する住

民で、自宅への進入路の道幅が狭く、進入

に不自由していたところ、道路幅を拡幅す

るため転用申請するものです。 

Ｎｏ．１２申請地は、安原地区・・・、

和歌山東中学校から南西約・・・ｍに位置

し、おおむね１０ｈａ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。実家及び耕作地

に近い申請地に新たに住居を構えるため、

転用申請するものです。使用貸借権設定で

す。 

Ｎｏ．１３申請地は、安原地区・・・、

智辯学園和歌山から北東約・・・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。申請人は・・・で・・・を営

む法人です。本市においても業務依頼を受

けることがあり、その際に引き取った陶器

類などを保管するための露天資材置場とし

て使用するため、転用申請するものです。

これらの案件は一般基準を満たしていると

思われます。また、Ｎｏ．７、９、１０、

１３については現地調査ならびに事情聴取

を行っておりますので、担当委員から報告

があります。以上です。 

◆会長（谷河 績） Ｎｏ．７につきまし

て、現地調査並びに事情聴取を行っていま

すので山本委員さん報告願います。 

◆４番（山本茂樹） Ｎｏ．７につきまし

て、報告します。 

 ８月２７日、私と藤田委員、事務局と共
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に現地調査並びに事情聴取を行いました。 

 申請地は、川永小学校より南へ約・・・

ｍのところにあり、市街化調整区域の第１

種農地にあたりますが、集落接続による例

外が適用されます。土地の譲渡人は４人で、

面積は２筆で合計２０５９㎡です。申請者

は、主に・・・と・・・を行っているＡ社

です。Ａ社は、資本金・・・万円、従業員

は・・・人、年間売上額は・・・円の会社

です。Ａ社は、この場所以外他にも２ケ所

で同じように営業しているとのことです。 

 申請理由は、業績が順調に伸びていて、

商品の保管場所が不足して困っていました

が、事業所の隣である当地を購入すること

になり、倉庫を新築いたしたく申請に至っ

たとのことです。資金計画は、土地購入費、

造成工事費、建物工事費を合わせた全額を

・・・で賄う計画です。この土地を埋め立

てて、コンクリート擁壁を設置し、土砂の

流出を防止して雨水は調整池を設けて集水

後北側既存水路へ放流するとのことです。

水路への放流は、六筒井土地改良区の同意

をもらっていて、隣接する農地の所有者に

も同意をもらっています。特に問題はない

と思いますが、皆様の慎重なご審議をお願

い致します。 

◆会長（谷河 績） ありがとうございま

した。Ｎｏ．９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吉中委員

さん報告願います。 

◆９番（吉中雅三） Ｎｏ．９につきまし

て、報告します。 

 ８月２７日に辻本委員と私と事務局と共

に、現地調査及び申請人からの事情聴取を

行いました。事情聴取には申請人である・

・・の・・・の・・・様が出席してくれま

した。 

 申請人及び申請対象になっている農地は、

議案書の記載のとおりです。この申請は、

進入路の変更に伴うものであります。皆様、

事務局より用意してくれている農地法第５

条、申請地のＮｏ．９の航空写真をご覧下

さい。斜線部分は・・・番地に当たり、・

・・さんが・・・を建設するため、令和３

年７月１６日農地転用許可が下りておりま

す。その時には進入路は、西側には市道と

用水路が あり、用水路に橋を架け、直接

建設用地へ入るように計画していましたが、

今回は市道吉原桑山線に変更するそうです。

理由については、西側の市道は幅が狭く、

地域住民の生活道路で学生通学路であるこ

とからだそうです。進入路の工法は、整地

し、その上にシートを敷いたうえで土砂を

置き、その両側に土嚢を置くことで土砂の

流出を防止するとのことです。工事期間は、

令和３年１０月１日から令和４年３月３１

日までの６ケ月間です。工事完了後は、も

との水田に戻すとのことです。また、申請

地は１種農地ですが、一時転用のため例外

規定に該当すると考えられるので、排水に

ついては、申請地は休耕地のため自然浸透

のよるほか、余水については、西側紀の川

左岸水路に放流する予定であるとのことで

した。  

 以上のとおりですが、現地調査委員の意

見としましては、転用目的が通路であり、

６ケ月の一時転用で工事期間も６ケ月と短

く、もとの水田に戻すため、転用による付

近農地に悪影響が少ないと思われるので、

許可することが妥当だと考えます。委員の

皆様のご審議をお願い致します。 

◆会長（谷河 績） ありがとうございま
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した。Ｎｏ．１０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藤田委

員さん報告願います。 

◆５番（藤田城司） Ｎｏ．１０につきま

して、報告します。 

 令和３年８月２７日に山本委員、事務局

と私で現地調査及び事情聴取を申請人、測

量業者と地権者より行いました。 

 申請地は、議案書のとおりです。転用目

的は、事務所、倉庫です。 

 転用実行者の申請会社の内容ですが、・

・・設立、資本金・・・円、従業員・・・

名、年間売上額・・・円、事業内容は、・

・・の・・・をはじめ・・・などを行って

います。転用に至った理由ですが、業務拡

張のため、事務所と倉庫を建築する用地を

探していたところ、申請地の地権者が営農

の縮小を考えていて、お譲りしていただく

ことができました。尚、分筆された農地は、

地権者が続けて営農します。排水に関しま

しては、コンクリート擁壁を設置し、土砂

などが流出しないようにし、汚水及び雑排

水については、敷地内に合併浄化槽を設置

し処理後、雨水については、敷地内で調整

池に集水後、紀の川左岸土地改良区が管理

する水路へ放流します。事業に関する土地

購入費、工事代金は、全額・・・で賄うと

のことです。申請地は、権利移転完了後、

速やかに着工して１年以内に完成させる意

向です。近隣の農家の方には説明を済ませ

ており、周囲の営農関係に悪い影響を及ぼ

す懸念は少ないと思います。 

 以上のことから、当許可申請について、

特に目立った問題は見当たらないと思いま

すが、委員の皆様方の慎重なご審議をよろ

しくお願いします。 

◆会長（谷河 績） ありがとうございま

した。Ｎｏ．１３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吉中委

員さん報告願います。 

◆９番（吉中雅三） Ｎｏ．１３につきま

して、報告します。 

 本日、辻本委員は所要のため欠席してい

ますが、先日の現地調査や事情聴取の結果

について、報告書を預かっていますので、

代読します。 

 ８月２７日に吉中委員と私のほか、事務

局職員も加わり、現地調査並びに申請人か

らの事情聴取を行いました。 

 申請人及び申請の対象になっている農地

は、議案書に記載のとおりです。 

 申請人は、・・・を営み、主に古民家解

体で生じる再生可能な梁、柱、戸板のほか、

植木や陶器類など、回収した物品を一時的

に保管できる場所を探していたところ、今

回の申請地が紹介されたもので、和歌山市

と海南市の境に近く、和歌山南や海南東イ

ンターチェンジの中間に位置して大阪から

のアクセスや紀美野町方面へのアクセスも

しやすい場所であり、行動範囲を広く取り

やすい立地だと判断して購入に至ったもの

です。申請地への進入路は広くはありませ

んが、軽自動車などの小型の車両なら十分

通行が可能であるので、大型車両で搬入す

る場合は、周辺の交通の妨げにならない場

所で積み替えをして搬入するよう考えてい

るようです。ところで、申請地は山林化し

ており、地権者側では十分な管理ができて

いない状況にあるほか、周辺に迷惑を掛け

ていることから、譲渡してもらえることに

なったようです。なお、権利移転が確定す

ると、樹木や竹などを伐採したうえで、地
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均し程度の整地を行う予定で、雨水などの

排水も今までどおり自然浸透によるほか、

浸透しきれない雨水は、現状と同様に自然

勾配により、敷地の東西にある水路へ排水

する予定であることから、現状を大きく変

えるものでは無いと思われるほか、周辺の

営農環境への影響はほとんど無いものと思

われます。 

 以上のとおり、現地調査や事情聴取の結

果を総合的に勘案すると、農地法第５条２

項に掲げられている不許可のケースに該当

するような問題点は見当たらず、本件申請

を許可しても問題はないものと思われます

が、委員各位による十分なご審議をお願い

して報告とします。 

◆会長（谷河 績） ありがとうございま

した。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。 

◆西森主査 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５

件ございました。すべてが使用貸借権の設

定で、貸借期間は議案書のとおりです。 

また、Ｎｏ．１からＮｏ．４については、

農業委員会による利用権の新規設定、Ｎｏ．

５については、農地中間管理事業による新

規の設定です。面積は、田が６，８８７㎡

で、うち農地中間管理事業による設定が１

件あり、面積は田が８８７㎡です。なお、

Ｐ１４のＮｏ．２については新規就農とな

り、現地調査なら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） 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

すので廣井委員さん報告願います。 

◆１１番（廣井伸多） Ｎｏ．２につきま

して、報告します。 

本日、古川委員は公務のため欠席してい

ますが、先日の現地調査や事情聴取の結果

について、報告書を預かっていますので、

代読します。 

８月２７日に、私と廣井委員及び事務

局で、現地調査と事情聴取を行いました。 

申請者は・・・歳で、市内にて・・・を行

っており、以前から将来は個人で農業をや

ってみたいと思い、農作業のお手伝いもし

ていたところ、自宅からは約２０分の距離

にある今回の申請地を無償で借り受けでき

るとの話があり、また週に２日程度は夫婦

で農作業ができる環境も整ったので、今回

の申請に至ったとのことです。申請地での

営農計画は、白菜、キャベツ、サツマイモ

を考えており、地元の直売所で販売したい

とのことです。農機具については、トラク

ター等は知人から借り受ける予定で、軽ト

ラックと草刈り機は、既に所有していると

のことです。また、現況は、遊休地となっ

ており、解消するための重機も用意でき、

近隣住民への配慮も行いますとのことです。

地元推進委員からは、現状の遊休地を解消

できるのでありがたいとの意見もございま

す。これらのことから判断して、貸借に問

題はないものと思われます。皆様方の慎重

な審査をお願いします。 
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◆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７号は可決と決定しました。 

 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１５回総会を閉会いたします。 

１３時４５分 閉会 

 

 

 


