令和４年度
第２７回和歌山市農業委員会議事録
日 時
場 所

令和４年９月９日（金曜日） １３時００分 開会
本庁舎 １４階 大会議室

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

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４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５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

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

なお、対象農地については、８ページの

◆奥谷局長 それでは定刻となりましたの

議案第５号農用地利用集積計画Ｎｏ．９で

で、ただいまから第２７回農業委員会総会

利用権の設定を上程しております。以上で

を開催いたします。報告事項につきまして

す。

は、議案書１０ページ以降に掲載していま

◆会長（谷河 績）議案第１号について、

すので、ご確認ください。それでは、谷河

説明が終わりましたが、この議案について、

会長よろしくお願いします。

何かご意見、ご質問ございませんか。

◆会長（谷河 績）先日は、農地パトロー

（異議なし、との声）

ルお疲れさまでした。ありがとうございま

ご意見、ご質問がないようでございますの

した。それでは、ただいまより、第２７回

で、議案第１号は可決と決定しました。

農業委員会総会を開会いたします。

議案第２号 農地法第３条の規定による許

出席委員は１９名中１７名で、定足数に

可申請について、提案いたします。

達しておりますので、総会は成立していま

◆肥田企画員 番外 説明します。本件は

す。去る８月２９日、藤田委員、吉川委員

農地法第３条の規定に基づく許可申請で３

によりまして現地調査並びに事情聴取が行

件ございました。これらの案件は、調査の

われています。後ほど報告方よろしくお願

結果、耕作等に支障がないこと、当該農地

いします。なお、中尾委員、坂東委員から

の権利を取得しようとする者は、下限面積

都合により欠席したい旨、連絡がありまし

要件を満たし、その取得後において全ての

たので、ご報告いたします。

農地を効率的に耕作し、農作業に常時従事

また、農業委員会会議規則第１７条第２

すると認められるなど、農地法第３条第２

項に規定する議事録署名委員は、吉川委員、 項各号には該当せず、許可要件の全てを満
岩橋章博委員にお願いします。

たしていると思われます。

それでは議案の審議を始めさせていただ

なお、Ｎｏ.１は使用貸借権設定の更新

きます。議案第１号和歌山市遊休農地解消

で、Ｎｏ.３については、うち一筆が小作

対策事業に伴う遊休農地の証明願について、 人への所有権移転です。以上です。
提案いたします。
◆西森企画員

番外

◆会長（谷河 績）議案第２号について、
説明いたします。

説明が終わりましたが、この議案について、

議案に同封している対象農地の写真をご覧

何かご意見、ご質問ございませんか。

ください。

（異議なし、との声）

本件は和歌山市遊休農地解消対策事業補

ご意見、ご質問がないようでございますの

助金交付要綱第５条の規定に基づいたもの

で、議案第２号は可決と決定しました。

で、補助金の交付申請にあたり遊休農地証

議案第３号 農地法第４条第１項の規定に

明書を添付する必要があり、借受予定者か

よる許可申請に対する意見について、提案

ら証明願が１件ありました。対象農地の面

いたします。

積は、田のみで７２１㎡です。遊休農地証

◆肥田企画員 番外 説明します。申請地

明書交付の可否についてご審議願います。

の場所を示した簡易地図を議案と共に配布

3

していますので合わせてご覧ください。

了承しました。・・・は申請地以外にも代

№１

替地を検討しましたが、条件が折り合わな

申請地は、紀伊地区・・・、・・・

から・・・に位置し、市街地に近接する区

かったとのことです。

域内でその規模がおおむね１０ヘクタール

排水に関しまして、敷地の周囲に擁壁を

未満のため第２種農地に該当します。近隣

設置し土砂などが流出しないようにし、雨

の土木建設業者に貸し出すための露天資材

水については敷地内で集水後、南側道路側

置場及び露天駐車場として転用するため申

溝へ放流します。汚水は発生しません。表

請するものです。

面は砕石仕上げです。近隣の方々には影響

№２ 申請地は、和佐地区・・・、河南サ

を与えないと思いますが、将来的に近隣の

ービスセンターから・・・に位置し、おお

方に影響が見られると思われる場合は対応

むね５００ｍ以内に市の支所があるため第

をお願いしたいと伝えました。工事費用は、

２種農地に該当します。近隣に営業所があ

・・・す。

る運送業者に貸し出すための露天駐車場と

現地調査と事情聴取の結果、転用につい

して転用するため申請するものです。令和

て問題ないと思われますが、委員の皆様の

４年７月８日付農用地除外済です。

慎重なご審議をよろしくお願いします。

これらの案件は一般基準を満たしていると

◆会長（谷河 績）ありがとうございまし

思われます。なお、№１については現地調

た。議案第３号について、説明、報告が終

査及び事情聴取を行っておりますので、担

わりましたが、この議案について、何かご

当委員から報告があります。以上です。

意見、ご質問ございませんか。

◆会長（谷河 績）Ｎｏ．１につきまして、 ◆２番（辻󠄀本

傑）報告の中で敷地内の

現地調査並びに事情聴取を行っていますの

雨水を道路側溝へ排水するとの報告があ

で藤田委員さん報告願います。

ったが道路管理者の許可はとっているの

◆ ５番（藤田

か。

城司）議案第３号１番農

道路管理者の許可はとっ

地法第４条第１項の規定による許可申請に

◆肥田企画員

対する意見について説明させていただきま

ていない。六箇井土地改良区の同意はと

す。

っています。

令和４年８月２９日 吉川委員、事務局

◆会長（谷河 績）今まで道路管理者の同

と私で現地調査及び事情聴取を行いました。 意は取っているのか。
申請地は議案書のとおりです。転用目的

◆肥田企画員 取っていない。

は、砕石や型枠など建築資材を置くための

◆会長（谷河 績）農地法第４条・第５条

露天貸資材置き場とトラックや従業員の露

では取っていない。

天貸駐車場です。申請地は２年ほど前から

◆２番（辻本

休耕地となっていました。近くの・・・の

いるのかいらないのかをはっきりさせて

資材置き場が手狭となってきたので拡張し

いただきたい。

たいということで、申請地を資材置き場と

◆会長（谷河 績）分譲などの開発許可で

駐車場として貸してもらえないかと頼まれ

はいるが、露天資材置場の農地転用ではい
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傑）道路管理者の同意は

らない。

№４ 申請地は、安原地区・・・、安原小

何かご意見、ご質問ございませんか。

学校から・・・に位置し、市街地に近接す

（異議なし、との声）

る区域内でその規模がおおむね１０ヘクタ

ご意見、ご質問がないようでございますの

ール未満のため第２種農地に該当します。

で、議案第３号は可決と決定しました。

申請人は・・・を営んでおり、住宅需要が

議案第４号 農地法第５条第１項の規定に

高い申請地を分譲住宅として転用するため

よる許可申請に対する意見について、提案

申請するものです。開発許可申請中です。

いたします。

これらの案件は一般基準を満たしている

◆肥田企画員 番外 説明します。申請地

と思われます。以上です。

の場所を示した簡易地図を議案と共に配布

◆会長（谷河 績）議案第４号について説

していますので合わせてご覧ください。

明が終わりましたが、この議案について、

№１ 申請地は、岡崎地区・・・竈山駅か

何かご意見、ご質問ございませんか。

ら・・・に位置し、おおむね５００ｍ以内

（異議なし、との声）

に鉄道の駅があるため第２種農地に該当し

ご意見、ご質問がないようでございますの

ます。申請人は現在賃貸住宅に居住してい

で、議案第４号は可決と決定しました。

ますが、子供が生まれ手狭になってきたこ

議案第５号 農用地利用集積計画について、

とから、祖父宅に近い申請地を個人住宅と

提案いたします。

して転用するため申請するものです。使用

◆西森企画員 番外 説明いたします。利

貸借権の設定で、開発許可申請中です。

用権新規設定における農地所在地図を議案

№２ 申請地は、安原地区・・・、安原小

と共に配布しておりますので、あわせてご

学校から・・・に位置し、市街地に近接す

覧ください。本件は、農業経営基盤強化促

る区域内でその規模がおおむね１０ヘクタ

進法第１８条第１項の規定による農用地利

ール未満のため第２種農地に該当します。

用集積計画に基づく利用権の設定で、新規

申請人は申請地近くで・・・などを営んで

の契約が１０件ございました。賃借権が３

おり、在庫の確保のための資材置場が必要

件、使用貸借権が７件の設定で、貸借期間

となったため、申請地を露天資材置場とし

は議案書のとおりです。Ｎｏ．１からＮｏ．

て転用するため申請するものです。

５については、農業委員会による利用権の

№３ 申請地は、安原地区・・・、安原小

新規設定、Ｎｏ．６からＮｏ．１０につい

学校から・・・に位置し、市街地に近接す

ては、農地中間管理事業による新規の設定

る区域内でその規模がおおむね１０ヘクタ

です。面積は、田が１９，５２６㎡、畑が

ール未満のため第２種農地に該当します。

１１，１０８㎡、合計面積が３０，６３４

申請人は現在賃貸住宅に居住していますが、 ㎡です。
子供が生まれ手狭になってきたことから、

また、うち農地中間管理事業による設定

交通の便が良く、生活に便利な申請地を個

が５件あり、面積は、田が１１，５０９㎡、

人住宅として転用するため申請するもので

畑が１１，１０８㎡、合計面積が２２，６

す。開発許可申請中です。

１７㎡です。以上です。
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◆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。
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
２７回総会を閉会いたします。
１３時２０分閉会
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