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令和４年度 

第２５回和歌山市農業委員会議事録 

 

日 時 令和４年７月１１日（月曜日） 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 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２号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第３号 事業計画変更申請に対する意見について 

議案第４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５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６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行う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 

報告事項 農用地利用配分計画の認可について 
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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２５回農業委員会総会

を開催いたします。報告事項につきまして

は、議案書９ページ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）それでは、ただいまよ

り、第２５回農業委員会総会を開会いたし

ます。出席委員は１９名中１９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６月２８日、岩橋章委員、坂東委員、

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。 

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、岩橋章委

員、丸山委員にお願いします。 

 それでは議案の審議を始めさせていただ

きます。議案第１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。 

◆西森企画員 番外 説明いたします。 

議案に同封している対象農地の写真をご覧

ください。 

 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。対象農地の面

積は、田が２３４㎡、畑が３２７㎡、合計

５６１㎡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、７ページの

議案第６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 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。 

◆肥田企画員 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４件ありました。これらの案件は、

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項各号には該当せず、許可要件の全

て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 事業計画変更申請に対する意

見について、提案いたします。 

◆肥田企画員 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

に配布していますので合わせてご覧くださ

い。申請地は、紀伊地区・・・、和歌山盲

学校から・・・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１０ヘクタ

ール未満のため第２種農地に該当します。 

申請人は・・・で・・・を営む法人で、申
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請地については令和４年１月４日付で露天

資材置場への転用許可済です。今回、さら

に申請地の西側隣接地を追加し、一体的に

露天資材置場として利用するため、申請す

るものです。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。 

◆肥田企画員 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

に配布していますので合わせてご覧くださ

い。 

№１ 申請地は、安原地区・・・、紀北支

援学校から・・・に位置し、おおむね１０

ヘクタール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、

不許可の例外である農業施設に該当すると

思われます。申請地に隣接する農地及び農

業倉庫へ進入するための通路として利用す

るため、転用申請するものです。 

№２から４ これらは申請地が隣接してお

り、一体的に利用される計画なので、まと

めて説明します。申請地は山口地区・・・

霊現寺から・・・に位置し、おおむね１０

ヘクタール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、

不許可の例外である農業施設に該当すると

思われます。申請地に隣接する農地及び農

業倉庫へ進入するための通路として利用す

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。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。 

◆肥田企画員 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

に配布していますので合わせてご覧くださ

い。 

№1 申請地は、小倉地区・・・、紀伊小

倉駅から・・・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１０ヘクタ

ール未満のため第２種農地に該当します。

申請人は・・・を営む法人で、近隣の・・

・の・・・のための・・・としての需要が

あるため、申請地で・・・を運営するため

転用申請するものです。賃貸借権設定で、

建築許可申請中です。 

№２ 申請地は安原地区・・・、岡崎前駅

から・・・に位置し、おおむね３００ｍ以

内に鉄道の駅があるため第３種農地に該当

します。所有農地に近い申請地に住宅を建

設するため、転用申請するものです。使用

貸借権設定です。 

№３ 申請地は山口地区・・・、霊現寺か

ら・・・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１０ヘクタール未

満のため第２種農地に該当します。申請人

は大阪市で・・・を営む法人で、申請地を

太陽光発電施設として利用するため転用申
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請するものです。 

№４ 本件は議案第３号で説明済みのため、

省略させていただきます。 

№５ 申請地は安原地区・・・、智辯学園

和歌山高等学校から・・・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

１０ヘクタール未満のため第２種農地に該

当します。申請人は・・・で・・・を営ん

でおり、申請地の東側隣接地を露天駐車場

として利用していますが、当該地が県道の

整備で収用されることが判明したため、申

請地を代替の露天駐車場として転用申請す

るものです。 

№６ 申請地は安原地区・・・、東池から

・・・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１０ヘクタール未満

のため第２種農地に該当します。申請人は

申請地近くで・・・を営んでおり、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。 

これらの案件は一般基準を満たしている

と思われます。なお、№３と５については

現地調査及び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．３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

で岩橋章委員さん報告願います。 

◆１４番（岩橋 章) 議案第５号、N0.３

について報告します。 

去る６月２８日に私と坂東委員、吉川委員、

農業委員会事務局とで、申請地を確認し、

また申請者に対して聴取を行いました。 

 申請地は議案書のとおりです。転用目的

は太陽光発電施設です。転用実行者は大阪

市・・・に本拠を置く、・・・を営む法人

です。平成２４年１月２４日設立で、従業

員は・・・、資本金は・・・、昨年前期の

売上は・・・です。 

 申請に至った理由ですが、この土地は南

方向に緩やかに傾斜しているので、日当た

りがよく太陽光発電に適しているとのこと

です。申請地は木や草が生い茂る休耕地で、

四方が水路、里道、太陽光発電施設に囲ま

れております。 

 転用の内容ですが、打ち込んだ杭の上に

架台を作り、パネル２８８枚を設置します。

防草シートを敷き、雑草を防ぐと共に雨水

を浸透させます。また、周囲にはフェンス

を設置し、外部からの侵入を防ぎます。 

 必要経費は土地購入費も含めて・・・で

す。全て自己資金でまかないます。以上の

ことから、特に問題はないと思いますが、

皆様方の慎重なご審議をお願いします。 

◆会長（谷河 績）ありがとうございまし

た。引き続き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坂

東委員さん報告願います。 

◆１７番（坂東 紀好) 議案第５号５番、

農地法第５条第１項の規定による許可申請

について、去る６月２８日、吉川委員、岩

橋委員、事務局とともに現地調査ならびに

事情聴取を行いましたので、報告いたしま

す。 

 当該、申請人は和歌山市・・・で・・・

を経営する・・・の代表取締役の・・・で

あります。創業は昭和５５年１月で、法人

の設立は平成９年１月、資本金・・・、従

業員は・・・、直近の年間売上高は・・・

です。 

 今回の申請に至った経緯は、本件申請地

東隣に自動車保管の為に保有している土地
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が都市計画道路本渡松島線の計画に入って

おり、収用されれば事業活動に支障をきた

す為、その代替用地としての申請でありま

す。 

 申請地は資料の通り、和歌山市・・・、

地目は畑、面積は・・・であります。現況

は休耕地であります。 

今、申し上げた通り、面積が・・・であり、

・・・としては少し必要面積が大きいので

はないかと懸念があったため、事情聴取に

より確認したところ、当法人は・・・の他

に・・・も行っており、・・・の車両を所

有、又は預かっているとの事であり、必要

面積には問題ないと思われます｡又、申請

地に隣接する農地はなく、周辺農地への影

響はないと思われます。造成後の排水につ

いては自然浸透を原則とし、オーバーフロ

ーについては北側水路に放流するものであ

り、・・・の同意を得ています。 

 以上において、法的要件等、総合的に鑑

み、当許可申請に特段の阻害要因がないと

思われますが、委員各位の慎重なご審議を

お願い致します。 

◆会長（谷河 績）ありがとうございまし

た。議案第５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。 

（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 農用地利用集積計画について、

提案いたします。 

◆西森企画員 番外 説明いたします。 

本総会から、利用権新規設定における農地

所在地図をお配りしておりますので、あわ

せてご覧ください。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４件ございました。すべて、

使用貸借権の設定で、貸借期間は議案書の

とおりです。 

Ｎｏ．１からＮｏ．３については、農業

委員会による利用権の新規設定、Ｎｏ．４

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２，４３５㎡、

畑が２，５８０㎡、総面積が５，０１５㎡

です。また、うち農地中間管理事業による

設定が１件あり、面積は田のみで１，５９

３㎡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。 

 以上で議案の審議は終了しました。 

その他、何かございませんか。 

（なし、との声） 

それでは、ないようでございますので、第

２５回総会を閉会いたします。 

１３時２５分 閉会 

 


