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   出席委員  

１番  玉井絢子  ２番  橋詰忠和   

４番  松尾志信  ５番  赤尾裕子  ６番  松井和幸  
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１０番  西田尚夫    

 

  欠席委員  

３番  福永吉孝  ９番  岡田昌樹   

   

 

  遅刻委員  

   

   

 

出席事務局    阪本事務局長、領家ＧＬ、奥村主査、  

       赤 崎主査 、宮本主査  

 

平成３０年５月２ ８日（月）午後１ 時３０分小浜市役 所３階３０２

会議室において、 第１２回小浜市農 業委員会を開催す る。  
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議案第４１号  農地法第３条の規定による許可申請について     

議案第４２号  農地法第４条第１項の規定による許可申請について  

議案第４３号  農地法第５条第１項の規定による許可申請について  
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【議長】   皆様、どうもご苦労様でございます。定刻になりましたので、ただい

まから第１２回小浜市農業委員会の開催をさせていただきます。  

 本日は、農業委員会としまして、農地法の３条２件、４条１件、５条４件、慎重

審議の程をお願いいたします。それでは、事務局より報告をお願いいたします。  

【事務局】   それでは５月の農業委員会関係の報告をさせていただきます。  

（平成３０年５月農業委員会活動報告）  

【議長】   ありがとうございました。次に今月の議案審議に入ります前に、小浜

市農業委員会会議規則第１３条の規定により、本日の会議の議事録署名人として５

番  赤尾委員、６番  松井委員を指名致します。なお、現地調査委員は、４番  松

尾委員、５番  赤尾委員でした。それでは、『議案第４１号  農地法第３条の規定に

よる許可申請について』を上程いたします。事務局の説明を求めます。  

【事務局】   議長、番外。議案第４１号、農地法第３条の規定による許可申請に

ついて、説明をさせていただきます。全部で２件ございます。  

番号１、申請内容は所有権移転。申請者、譲渡人、小浜市○○、○○。譲受人、

小浜市○○、○○。  

申請土地の表示、１筆ございます。所在・地番、○○・○○。地目は登記、畑、

現況、田となっております。面積が○○㎡。権利を設定し、または移転しようとす

る契約の内容としまして、許可あり次第すみやかに権利を設定し移転します。譲受

人の営農状況ですが、自作地としまして○○㎡。作付作物は水稲、野菜。労働力の

確保としまして○名。機械所有等の状況としまして、田植機○台、耕うん機○台。

解除条件はありません。  

議案書の次のページをご覧ください。番号１の調査書となっております。第２項

第１号から第７号につきましては、こちらに記載させていただいておりますとおり、

それぞれ該当しないと判断させていただいております。第２項第５号、下限面積に

ついてですが、譲受人が耕作の事業に供すべき農地は、○○地区の下限面積○○ａ

を超えます。申請地は現在、譲受人がすでに耕作中の農地で、引き続き、水稲を耕

作するとのことです。  

続きまして、ページを１ページおめくりいただき、議案書にお戻りください。  

番号２、申請内容は所有権移転。申請者、譲渡人、小浜市○○、○○。譲受人、

小浜市○○、○○。  

申請土地の表示、１筆ございます。所在・地番、○○・○○。地目は登記・現況

ともそれぞれ畑となっております。面積が○○㎡。権利を設定し、または移転しよ

うとする契約の内容としまして、許可あり次第すみやかに権利を設定し移転します。

譲受人の営農状況ですが、自作地としまして○○㎡。作付作物は水稲及び野菜。労

働力の確保としまして○名。機械所有等の状況としまして、トラクター○台、田植

機○台、耕うん機○台。解除条件はありません。  

 ２ページおめくりください。番号２の調査書となっております。第２項第１号か

ら第７号につきましては、こちらに記載させていただいておりますとおり、それぞ
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れ該当しないと判断させていただいております。第２項第５号、下限面積について

ですが、譲受人が耕作の事業に供すべき農地は、○○地区の下限面積○○ａを超え

ます。申請地は譲受人の母屋に隣接しており畑にするとのことです。以上でござい

ます。  

【議長】   続きまして、現地調査委員の報告を求めます。  

【４番委員】   先週の２４日に事務局と５番委員と私の４名で現地調査を行って

きました。３条の一番初めの案件でございますけれども、○○地区です。○○地区

の○○がこちらにございます。○○に通じる道路がこの道路なんですが、そこから

１つ山側に入った道路ですね。もう少しこちら側から入ることが出来るんですけれ

ど、そこの一番山手の道路に入っていきますこの土地です。  

 現地を確認させていただきましたところ、登記簿上は畑となっておりますけれど

も、この時点では田んぼを起こした状態でございます。我々が調査した段階では、

水稲が作付されておりました、ということで、農地として使われておるということ

で譲受人が耕作しておられるということ、周りも農地は農地なんですけども、隣の

農地が荒地であったりしますので、農地に与える影響はないかなということで、問

題ないというように思います。  

 続きまして２番目の案件ですけれども○○地区、○○です。○○地区、この辺り

とこの辺りとこの辺り、○つ大きく集落的に分かれる訳なんですけれども、この間

ですね、皆さんで審議されておりました○○さんの土地がここにございます。その

すぐ、横といいますか、近くなんですけど、ここ、そこから繋がっていく市道をち

ょっと上って行ったところでございます。譲受人のお宅がこちらになるんですけれ

ども、その横でございます。○○さんが持っておられる土地なんですが、この土地、

もともと畑として使っておられて、草刈りをして管理をしておられます。梅の木な

んかも生えておりまして今まで梅の木も何本かあったんでなかろうかという風に思

われます。ここに建物が建ってございますが、この建物につきましては農機具をし

まっておく農作業小屋という風に見受けられますので農地として使っていると、今

後また、ここに作土なんかを盛り土されまして、今後、畑をされるということでご

ざいます。周りも畑地なんかも多いところでございますので、農地として使用する

問題はないかなと思います。以上でございます。  

【議長】   ありがとうございました。それではご審議願います。何かご意見など

ございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

【議長】   ないようですので、異議のない方の挙手を願います。  

（全員挙手）  

【議長】  ありがとうございます。挙手全員ですので、『議案第４１号  農地法第

３条の規定による許可申請について』は、原案どおり決定させていただきます。続

きまして、『議案第４２号  農地法第４条第１項の規定による許可申請について』を

上程いたします。事務局の説明を求めます。  

【事務局】   議長、番外。議案第４２号、農地法第４条第１項の規定による許可
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申請について、説明をさせていただきます。１件ございます。  

番号１、申請者、小浜市○○、○○。  

申請土地の表示、所在・地番、○○・○○。地目はそれぞれ登記、現況とも田、

面積が○○㎡。利用状況は不耕作。１反当たりの収穫高はありません。土地利用等

関係法令表示ですが、都市計画区域内用途指定なし、農業振興地域外です。  

転用目的としまして、共同住宅建築。  

事業又は施設の概要としまして、共同住宅１棟○戸分。  

申請地は県道を挟んで○○に位置し、主に○○として利用したいとのことです。

申請地は○○から３００ｍ以内に位置するため、第３種農地に該当し、転用可能と

判断しております。以上でございます。  

【議長】   続きまして、現地調査委員の報告を求めます。  

【４番委員】   ４条の案件でございますが、○○線、○○線の丁度交差点、○○

の角で皆さんわかっていただけると思います。反対側に○○がございます。その丁

度、向かい側ですね。ここの場所になります。よく夏場、○○が作付されていたり、

○○が咲いていたりというか、作ってらっしゃるんですけれども、そういう場所で

す。景観的にはここは非常に印象に残る場所なんですけれども、ここに共同住宅、

アパートを建てられるということで、今回の申請が出ております。現地を見させて

いただいたところですね、ここは反対側道ですし、裏側には建物も建っています。

ハウスもありますが、路地で作っているような野菜もここにはないように思います。

用水、排水につきましてもしっかりとしたコンクリートがありますので、ここを整

備して宅地にすることに特に問題はないと思いました。以上でございます。  

【議長】   ありがとうございました。それではご審議願います。何かご意見など

ございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

【議長】   ないようですので、異議のない方の挙手を願います。  

（全員挙手）  

【議長】  挙手全員ですので、『議案第４２号  農地法第４条第１項の規定による

許可申請について』は、原案どおり県へ申請させていただきます。続きまして、『議

案第４３号  農地法第５条第１項の規定による許可申請について』を上程いたしま

すが、５番委員に関連する申請が含まれているため、「小浜市農業委員会会議規則」

第１０条の規定により、当事者は議事に参与することはできないことになっており

ます。５番委員については審議前に退室をお願いします。事務局の説明を求めます。  

【事務局】   議長、番外。議案第４３号、農地法第５条第１項の規定による許可

申請について、説明をさせていただきます。全部で４件ございます。  

番号１、申請者、使用貸人、小浜市○○、○○。使用借人、小浜市○○、○○。  

申請土地の表示、所在・地番、○○・○○。地目はそれぞれ登記、田、現況、畑。

面積が○○㎡。利用状況は野菜。１反当たりの収穫高は５０ｋｇ。土地利用等関係

法令表示ですが、都市計画区域外、農業振興地域内農用地区域外です。  

利用目的としまして、住宅建築。  
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事業又は施設の概要としまして、住宅１棟分○○㎡。  

申請地は集落内の狭小な農地でその他２種農地に該当し、日常生活上必要な施設

で集落に接続して設置されるものであるため、転用可能と判断しております。  

続きまして、番号２、申請者、譲渡人、小浜市○○、○○。譲受人、小浜市○○、

○○。  

申請土地の表示、所在・地番、○○・○○、○○・○○。地目はそれぞれ登記、

現況とも田、面積がそれぞれ○○㎡、○○㎡。利用状況は不耕作。１反当たりの収

穫高はありません。土地利用等関係法令表示ですが、都市計画区域内第一種低層住

居専用地域、農業振興地域外です。  

転用目的としまして、分譲宅地造成。  

事業又は施設の概要としまして、宅地分譲２区画分。  

申請地は都市計画区域内で用途指定されているため、第３種農地に該当し、転用

可能と判断しております。  

番号３、申請者、譲渡人、小浜市○○、○○、持分６分の１、三方上中郡若狭町

○○、○○、持分６分の１、小浜市○○、○○、持分６分の１、京都府○○、○○、

持分６分の１。敦賀市○○、○○、持分６分の１、小浜市○○、○○、持分６分の

１。譲受人、小浜市○○、○○。  

申請土地の表示、所在・地番、○○・○○。地目は登記、現況とも田。面積が○

○㎡のうち○○㎡。利用状況は水稲。１反当たりの収穫高は４５０ｋｇ。土地利用

等関係法令表示ですが、都市計画区域内用途指定なし、農業振興地域内農用地区域

外です。  

転用目的としまして、建売住宅建築。  

事業又は施設の概要としまして、建売住宅〇棟分○○㎡。  

本申請は、○○が建売住宅〇棟分を建築するものです。申請地は○○及び○○の

公共２施設より５００ｍ以内の範囲にあり、水管、下水道管が埋設されている道路

の沿道の区域にあるため、第３種農地に該当し、転用可能と判断しております。  

次のページをおめくりください。  

番号４、申請者、譲渡人、小浜市○○、○○、持分６分の１、三方上中郡若狭町

○○、○○、持分６分の１、小浜市○○、○○、持分６分の１、京都府○○、○○、

持分６分の１、敦賀市○○、○○、持分６分の１、小浜市○○、○○、持分６分の

１。譲受人、小浜市○○、○○。  

申請土地の表示、所在・地番、○○・○○。地目は登記、現況とも田。面積が○

○㎡のうち○○㎡。利用状況は水稲。１反当たりの収穫高は４５０ｋｇ。土地利用

等関係法令表示ですが、都市計画区域内用途指定なし、農業振興地域内農用地区域

外です。  

転用目的としまして、住宅建築。  

事業又は施設の概要としまして、住宅１棟分○○㎡。  

本申請は、譲受人が息子家族の住宅を建築するものです。なお、申請地は○○及

び○○の公共２施設より５００ｍ以内の範囲にあり、水管、下水道管が埋設されて

いる道路の沿道の区域にあるため、第３種農地に該当し、転用可能と判断しており
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ます。以上でございます。  

【議長】  ありがとうございます。続きまして、現地調査委員の報告を求めます。  

【４番委員】   ５条の一番初めの申請でございますが、○○地区○○、これが県

道です。こちらの方が○○、丁度交差点があって、○○がここにあるという場所で

ございます。この○○から少し上がったところ、ここが○○さんの住宅でございま

す。貸人、借人につきましては親子の関係と聞いております。息子さんがこの建物、

所有者の住宅なんですけれども、リフォームされてこちらの方まで建てたいという

ことでございます。村の中の小さな畑というようなイメージをしていただければい

いかと思います。家の方もおられたのでお話をお聞きしますと、もう少し盛り土を

して嵩上をして、この建物を一棟建てて、この住宅とつなぐというようなことでご

ざいました。隣も畑はございますが、特に問題はないかというふうに思います。  

 ２つ目の申請でございます。○○、これが○○でございます。○○地係でござい

ます。これが○○川で、こういうふうに流れてございます。この丁度、○○から入

って少しした、ここに○○というのがあったと思います、その丁度前ぐらいの一画

になります。ここにつきましては、都市計画区域の用途地域ということでございま

すので、基本的には問題がないのですが、前に田んぼがございます。田んぼに入れ

る用水につきましても、ここに用水が流れておりまして、これを塞ぐものではない

と聞いておりますので、また、数年前になりますか、隣も○○さんの土地だったと

思うのですが、そこも転用されて住宅と店舗が建ちつつあるというところでござい

まして、○区画ができると聞いております。先ほども言いましたように農地はござ

いますが、しっかりした擁壁等々で区画をされますし、水路についてもそのまま生

かすということですので、問題はないかというふうに思っております。  

 ３番目、４番目の土地でございますが、○○がございまして、○○線がございま

す。公民館ここで、○○、これが○○という川なんですが、それの１つ○○寄りの

道をまっすぐ○○の方に進んだ、○○があるところの手前、ここにアパートが出来

ております。現在も今まで耕作をされていた土地なんですけれども、ここに○区画

造成されると聞いております。その中の１区画をすでに○○さんが取得をしようと

契約を使用としている場所、もう後、○区画については○○さんが計画をして建売

をしようという格好でございます。前の方の水路につきましては、これが用水路に

なってございます。裏の方につきましては、○○が排水を兼用しているというかっ

こでございまして、ここを敷地造成しても、両側が農地なんですけれども、その農

地に水等々の影響はございませんので、問題はないかなというふうに思っておりま

す。以上でございます。  

【議長】   ありがとうございます。何か、ご質問などございませんか。どうぞ。  

【７番委員】   素朴な疑問なんですが、最後、○○の土地なんですが、○○㎡の

土地を○○㎡と○○㎡を足して○○㎡にならないのですけれど。  

【事務局】   これにつきましては、書き方の問題なんですが、○○㎡は登記簿に

のっている面積で、大体測量するとそれよりも大きくなりまして、農地転用の許可

を取る時は、普通は測量して、２つを分筆してから申請されるのが通常なのですが、

分筆される前でも申請は可能になっておりまして、宅地転用する場合は、農地は点
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何々まで面積は出ないのですが、宅地の場合は、小数点第２まで出るようになって

おりまして、書き方として、初めの部分につきましては登記簿の面積でして、後の

部分につきましては、測量して宅地の考え方で面積を出したもので、この面積で許

可がおりまして、許可後についてはその面積で宅地として登記されるというような

形になりまして、こういった書き方になってしまいます。大体、測量した後はちょ

っと増えているということでございます。  

【７番委員】   ありがとうございます。  

【議長】  ありがとうございます。他に何かございませんか。ないようでしたら、

まず２番の○番委員の案件から審議をしたいと思いますので、○番委員は退室をお

願いします。  

＜○番委員退室＞  

【議長】   それでは２番の案件について異議のない方の挙手を願います。  

（全員挙手）  

【議長】   ありがとうございます。挙手全員ですので、２番の案件については原

案とおり決定させていただきます。それでは入室をお願いします  

＜○番委員入室＞  

【議長】   それでは、残りの１番、３番、４番の案件につきまして、異議のない

方の挙手を願います。  

（全員挙手）  

【議長】  ありがとうございます。挙手全員ですので、『議案第４３号  農地法第

５条第１項の規定による許可申請について』は、原案どおり決定させていただきま

す。これですべての議案を終了しました。その他ですが何かございましたらお願い

します。  

【事務局】  来月の日程について、ご連絡させていただきます。６月２６日（火）

現地調査を予定しておりまして、３番  福永委員、６番  松井委員に対応いただく

予定です。６月２８日（木）午後１時３０分から第 １ ３ 回 農 業 委 員 会 を 開 催 い た

し ま す 。  

【議長】   ありがとうございます。事務局から何かございますか。委員さんも、

ないようですので、以上をもちまして、第１２回農業委員会を終了させていただき

ます。ありがとうございました。  

 


