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と   き       平 成 ３ ０ 年 ３ 月 ２ ８ 日 （ 水 ） 午 後 １ 時 ３ ０ 分  

  

と こ ろ       小 浜 市 役 所  ３ 階  ３ ０ ２ 会 議 室  
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   出 席 委 員  

１番  玉井絢子  ２番  橋詰忠和  ３番  福永吉孝  

４番  松尾志信  ５番  赤尾裕子  ６番  松井和幸  

 ８番  東清俊  ９番  岡田昌樹  

１０番  西田尚夫    

 

  欠 席 委 員  

   

   

 

  遅 刻 委 員  

７番  山本聡    

   

 

出 席 事 務 局    御子柴事務局長、領 家 Ｇ Ｌ 、 奥 村 主 査 、  

       赤 崎 主 査 、 宮 本 主 査  

 

平 成 ３ ０ 年 ３ 月 ２ ８ 日 （ 水 ） 午 後 １ 時 ３ ０ 分 小 浜 市 役 所 ３ 階 ３ ０ ２

会 議 室 に お い て 、 第 １ ０ 回 小 浜 市 農 業 委 員 会 を 開 催 す る 。  

 

 

提 出 議 案 は 、 次 の と お り  

 

議案第３２号  農地法第５条第１項の規定による許可申請について  

議案第３３号  事業計画変更について  

報告第  ９号  相続等の届出による受理通知書の発行について  

報告第１０号  農地の転用事実に関する照会書の回答について  
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【議長】   皆さん、こんにちは。定刻になりましたので、ただいまから第１０回

の小浜市農業委員会を開催させていただきます。  

 それでは、事務局の報告をお願いいたします。  

【事務局】   それでは、報告させていただきます。  

 （平成３０年３月農業委員会活動報告）  

 ７番委員より、所用のために遅刻ということでご連絡をいただいております。現

在出席者は９名でございます。  

 以上です。  

【議長】   ありがとうございます。  

 それでは、今月の審議に入ります前に、小浜市農業委員会規則第１３条の規定に

より、本日の会議の議事録署名人として１番委員、２番委員を指名いたします。  

 なお、現地調査委員は、８番委員、９番委員でした。  

 それでは、議案第３２号  農地法第５条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、議案第３３号  農地転用利用計画変更申請についてと関連するた

め、一括して審議することにします。事務局の説明をお願いいたします。  

【事務局】  議案第３２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。  

 ４件ございますが、番号２と番号３は従前許可の事業計画変更に伴う転用農地の

追加で５条申請がなされておりまして、次の議案第３３号の事業計画変更と合わせ

て説明をさせていただきたいと思います。  

 番号１、申請者、譲渡人、奈良県○○・○○、○○。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、畑、畑、畑、畑、現況が畑、畑、宅地、畑、面積がそれ

ぞれ○○㎡、○○㎡、○○㎡、○○㎡。利用状況はそれぞれ野菜、野菜、不耕作、

野菜。１反当たりの収穫高は１０キログラム。土地利用等関係法令表示ですが、都

市計画区域内第一種住居地域、農業振興地域外です。  

 転用目的としまして分譲宅地整備。事業または施設の概要としまして、分譲宅地

７区画分。  

 なお、申請地の一部は庭として宅地利用されておりますが、○○年に家が建てら

れた際に整備されたものと推定され、農地法施行前は始末書が必要ないことから経

緯を説明した顛末書を提出していただいております。  
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 本申請は、○○業を営む○○氏が○○を整備するものです。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。  

 続きまして、番号２、申請者、貸人、小浜市○○・○○、○○。借人、福井県○

○・○○、○○。  

 申請土地の表示、所在・地番、○○・○○。地目はそれぞれ登記、田、現況が田、

面積が○○㎡。利用状況は不耕作。１反当たりの収穫高はございません。土地利用

等関係法令表示ですが、都市計画区域内第一種住居地域、農業振興地域外です。  

 転用目的としまして、駐車場整備。事業または施設の概要としまして、駐車場２

台分及び緑地。  

 備考としまして、事業計画変更と合わせての申請となってございます。  

 議案第３３号  事業計画変更についても合わせて説明をしたいと思います。議案

書のほう、２枚おめくりいただけますでしょうか。  

 議案第３３号  農地法第５条の規定による許可を受けた下記の者から転用計画等

を変更する農地転用事業計画変更申請書が提出されているので、その承認を求めま

す。  

 Ｉ．福井県指令若観第○○号、平成○○年〇月○○日許可。１．当初計画変更①

当事者、住所、福井県○○・○○、氏名、○○。職業、○○。②転用目的、○○。

③所在地番、小浜市○○・○○、田、○○㎡、小浜市○○・○○、田、○○㎡、小

浜市○○・○○、田、○○㎡、小浜市○○・○○、田、○○㎡。２．土地利用ほか、

都市計画区域内第一種住居地域、農業振興地域外。３．変更内容、転用目的、○○。

４．事業計画変更理由、○○や降雪時の排雪を考慮し、整備する○○の面積を拡張

したい。  

 申請地ですが、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、

転用は可能と判断しております。  

 以上、合わせて説明をさせていただきました。  

 続きまして、議案第３２号  ５条申請番号３の説明を行います。議案書を２ペー

ジお戻りください。  

 番号３、申請者、譲渡人、小浜市○○・○○、○○、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、

現況とも畑、面積がそれぞれ○○㎡、○○㎡。利用状況は不耕作。１反当たりの収



 －5－ 

穫高はございません。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。  

 転用目的としまして、○○。事業または施設の概要としまして、○○。  

 備考としまして事業計画変更と合わせての申請となってございます。先ほどと同

じように、議案第３３号  事業計画変更について合わせて説明をいたします。議案

書を３枚おめくりください。  

 議案第３３号  事業計画変更、Ⅱのところでございます。  

 福井県指令若観第○○号、平成○○年〇月○日許可。１．当初計画変更①当事者、

住所、福井県小浜市○○・○○、氏名、○○、職業、○○。②転用目的、○○。③

所在地番、小浜市○○・○○、畑、○○㎡。２．土地利用ほか、都市計画区域外、

農業振興地域内農用地区域外。３．変更内容、転用目的、○○。４．事業計画変更

理由、○○の追加設置をしたい。  

 申請地は、○○と○○の公共２施設から５００メートルの範囲内にあり、上下水

道管が埋設された沿道に位置しており、第３種農地に当たり転用可能と判断してお

ります。  

 続きまして、議案第３２号  ５条申請の番号４、最後の５条申請の説明を行いま

すので、すみません、また議案書を３ページお戻りください。  

 番号４、申請者、譲渡人、京都市○○・○○、○○、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○○㎡。利用状況は水稲。１反当たりの収穫高は４８

０キログラム。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、○○。事業または施設の概要としまして、○○。  

 申請地は農業公共投資の対象となっていない小集団の農地で、その他第２種農地

に該当します。申請地周辺の地域において居住する者の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、立地基準としては転用可能な農地と判断

できると思われます。  

 しかしながら、申請者、譲受人の○○につきましては、転用の一般基準を満たし

ていないと事務局では考えております。具体的には、従前の転用許可地につきまし

て工事が進捗しておらず、また計画と異なった建物の設置による事業計画変更申請

の必要性、並びに本来の３条申請でなく５条申請で農地の権利移動を行っている等、
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農地法第４条第６項第３号にある「転用履行の確実性」が現在の状況では担保され

ておらず、これらのことが是正されないと許可相当にはならないと考えてございま

す。  

 前のスライドにて、従前転用許可地の状況を詳しく説明させていただきます。  

 ○○の従前転用許可についてなんですけれども、今、○○地係を中心に航空写真

に写っておりますけれども、今回の転用申請地はここですね。ここに○○さんがあ

るところの並びの農地になります。○○は全部で四つ行っております。一つ目のこ

こについては、ちょうど○○を含めた建売分譲住宅〇区画分ですね。二つ目につき

ましては、ちょうどここに○○があるんですけど、この○○の近くの分譲地、○区

画分ですね。あと、続けて建売住宅〇区画分がその翌年に申請されておりまして、

最後はこの航空写真にはちょっと載ってないですが、○○の横辺に○○があると思

うんですけれども、その○○を含めた建売住宅〇区画分の従前許可地がございます。 

 次のスライドは、順番に１番から説明させていただきます。  

 まず一つ目につきましては、住宅〇区画分整備するということなんですが、建物

は全て建っているんですが、２区画分については住宅でなくて店舗になっていると

いうことで、事業計画変更申請が必要というような状況になってございます。  

 次のスライドをお願いします。  

 二つ目ですね。二つ目なんですが、現在、この写真を見てもらったら分かるんで

すが、こちらの区画に、奥までずっと区画あるんですけど、建物が建ってないです

し、ここ、○○があるんですが、許可から８年経過しても建物が全て建っていない

ということで、転用が完了してないというような状況になってます。  

 次のスライドをお願いします。  

 次のスライドは、実はその○区画分については畑として利用がされてございます。

聞きますと、この畑として買われた方は、この家の裏の方が初めから農地が欲しく

て、その区画を買って畑というふうにされているそうなんですが、本来、農地の権

利移動につきましては、３条申請が必要なことは皆さん御存じだと思うんですが、

それを５条申請という形で出されているにもかかわらず、３条申請のようなことが

行われて権利移動がされていると。こちらにつきましては、平成２７年の県下一斉

の農地パトロールでも視察に皆さん来ていただいた場所でして、県の農業会議のほ

うでも問題視されている場所でございます。  

 次のページをお願いします。  

 先ほど三つ目につきましては建物○棟分、ちゃんと建っておりまして、あと四つ
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目ですね。四つ目のちょうどこちらのほうに、○○がございまして、その農地が１

筆あって、その隣の区画なんですが、ここについては４年経過しても建物が○棟し

か建っていないと。その○棟建つ予定が○棟しか建っていないということで、転用

工事が進捗していないというようなことですし、またちょっと次のページをお願い

します。  

 これは住宅でなくて○○が建てられているというようなことで、事業計画変更申

請が必要というようなことになってございます。  

 これらのことにつきましては、農業委員会もずっと○○さんに事業計画変更申請、

ちゃんとしてくださいよとか、あと農地法の先ほどの農地として建売住宅の区画の

ところを農地として利用していることについても、３条申請で申請するなり、何ら

かの方法でちゃんと是正してくださいというふうに言っているんですが、なかなか

是正されないまま、今回新たな転用申請したいというようなことで申請が上がって

きておりまして、事務局としては従前許可、建売については特に従前許可の進捗も

きちんと見るといったことで県の事務処理要領にも定められておりまして、現在の

状況では許可相当とは考えられないというふうに考えている次第でございます。  

 説明については以上でございます。  

【議長】   それでは続きまして、現地調査委員の報告をお願いいたします。  

【９番委員】  ２６日の日に８番委員と事務局で現地調査に行ってまいりました。

その結果を報告させていただきたいと思います。  

 まず１番目の案件でございます５条でございまして、場所はこれが○○でして、

○○号線を○○のほうに向かっていって、ここ○○がございまして、○○のすぐ後

ろの住宅地の中でございます。住宅地の中にふさわしくないというか、畑が残って

おりまして、この畑につきまして今回、○○さんが住宅を建設されるということで

ございました。  

 一部、先ほど顛末書の中でありましたように、隣にあるこの家、大正時代に建て

られた家らしくて、この庭はいつからできとるんか、一部庭としても利用されてい

る。今の所有者のおじいさんがここを買われたということでございまして、周辺に

はごらんのとおり農地がございませんし、周辺に及ぼす影響はないので妥当かなと

いうふうに判断をさせていただきました。  

 今のはこの部分について、さっきのはこの部分について、庭になっているのがこ

の部分です。顛末書は今、皆さんの手元にあるとおりでございます。昭和○○年に

おじいさんが売買で取得されたということです。  
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 次の案件、ナンバー２でございます。計画変更と合わせて出ておる分でございま

して、これ、○○で、こっち○○のところの○○線で市道がございまして、その横

に今、○○さんが去年の○月に転用申請が出ておりまして、その一部を○○として

利用するために計画変更して、隣の隣接地も○○として活用したいというところで

ございまして、写真はごらんのとおりでございます。これ今、これだけをもともと

○○として利用する予定やったらしいんですけど、この部分を加えて○○として、

降雪時の雪を置く場所とかにも活用されると。  

 今、この部分でございまして、車は○台しか止めるスペースがございませんが、

ここにつきましても第一種住居地の中でありますし、隣に一部、ここ田んぼが１枚

残っておるんですけれども、ここへ用排水の確保については、ここからパイプを入

れて用排水を確保するということでございまして、現在は耕作されておりませんけ

れども、耕作を開始した折には、そういう水についても確保できるということで、

一応我々のほうで現地調査のときには周辺に及ぼす影響はないのかなという判断を

させていただきました。  

 次は３番目で、○○の案件でございまして、場所はこれが○○号線で、これが○

○のほうに行く県道でございます。○○線かな。その一部、左側に、これは○月の

申請、○○さんがここに○○を設けるということで、転用許可が起きております。

この道路に面した部分の一部分でございますけれども、ここも含めての事業計画と

なっておりまして、ここはもともと転用には該当しなかったと、この部分だけ転用

をしております。  

 この道路に面した部分につきまして、ちょうど道路に面したここの部分ですけど

も、ここを入口として、もともとの申請で、もともとここから出入りをするという

計画になっておったんですけれども、出入りをここに設けられて、全体の計画変更

をして○○として活用されるということでございます。  

 ここの案件につきましても、隣に一部不耕作の農地が残っておりますけれども、

特に周辺に及ぼす影響はないのかなというように判断をさせていただきました。  

 それから、次は５条の４番目でございまして、場所は先ほど事務局のほうから説

明ありましたように、○○号線の北に○○さんの倉庫があるところで、そこを下り

たところでございます。ここに今、○○を建設しようという計画をされておるよう

でございます。周辺は一応ここ隣、農地なんですけども、事務局の説明がありまし

たように、特に周辺に及ぼす影響はないものというように判断されますけれども、

詳細な説明がありましたように、現地のほうでもお話聞かせてもらいますと、既に
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転用許可が下りて事業着手しているけれども、計画変更の申請が必要な場所があっ

たり、それから計画変更が出ていないということで、いずれの案件も完了していな

いと。完了届が出ていないという状況なので、現地調査の段階では許可をするには

ふさわしくないのでないかなというような判断をしているところでございます。あ

とは、皆さんの適正なご判断をいただきたいというふうに思います。  

 以上です。  

【議長】  はい、ありがとうございます。それでは、何かご意見等ございません。  

【７番委員】   すみません。遅れてきてしまいまして申し訳ありませんでした。  

 今ほど最後の○○さんなんですが、一つ、ご質問を。○○さんは、これから転用

許可が下りないというようなことになり得るのですか。  

 実は昨日、○○さんから直接電話がありまして、どうにかならんのかと。以前か

らちょっと知り合いやったということもあって、農業委員におるということを聞か

はったそうで、直接、言われてきたんですけれども。  

【事務局】  ○○さん、別に転用、今の現時点ではきちんとしなければならない、

解決されてないので転用許可が下ろせないというふうには事務局では判断させても

らっていまして、もちろんここの農地も転用されても、また今、○○さんが出され

ている計画どおりにやってくれないというふうにどうしても考えざるを得なくなっ

てしまうと。なので、今までの修正しなきゃならないところを全部修正された場合

には、許可自体は下ろせる、立地基準としては周辺に影響ないように施工はしても

らえるのであれば許可できるというところですね。  

 ただ、どうしても○○というところは難しくて、先ほどの No.１には用途地域の転

用がありましたけれども、そこについては農地を整地した段階では転用は完了とい

う形になるんですが、○○の場合はどうしても用途地域でないがために、建物を建

てて完了ということになるので、ただ○○さんとこには他にもいっぱい建物を完了

してないところがあるのに、なぜ新たにまた転用をしなければならないのかという

ようなことの説明が付かないというところで、なかなか難しいと。  

 正直、今まで農業委員会で否決されたものというのはないんです。基本的には、

その事務局でいろいろと指導させてもらって、転用許可を下りるまでいろいろ書類

なり修正してもらって、現場を合わせてもらったりして農業委員会にかけるという

ような形だったんですが、基本的には申請書が出てきた場合には、農業委員会では

かけなければならないというふうなことで、県からも指導いただいておる中で、今

回は事務局としてはちょっと転用は難しいというように判断できるんだけれども、
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皆さんにちょっとご審議いただきたいということで、上げさせてもらっているよう

な状況です。  

【７番委員】   もう一ついいですか。それも昨日の話なんですけど、今までは確

かに事業計画が完了してないのに、また次の転用許可が下りていたと。今までは下

りていたので、そのつもりでまた今回しようと思ったんでしょうけども、今までよ

かったのに何であかんのやという言い方。もちろん、今までがよかったからじゃな

くて、だからいけるじゃなくて、本来やとあかんという話になんですけど、それを

納得いく説明をしてくれみたいな、以前はよかったのに事務局が変わるとあかんの

かとか、本来やったら。  

【事務局】  実は、今までの歴代担当者が非常に悩んできた案件でもあるんです。

最後のも本当に揉めたというか、許可を出すべきではないんじゃないかというよう

なこともかなりあったんですが、○○さんを信用して最後というか、許可を出した

んですよ。  

 しかし、全て建ってないということで、もうこれは今までのところ、ちゃんと整

理してもらわんと、今までのところも出されることがおかしかったんですが、何と

か○○さんを信用して出してきたと。  

 ただ全て、一つは完成してますけど、それ以外は全て裏切られているということ

なので、今回は出せないんじゃないかと。  

 ○○さん、私も電話でお話しさせてもらって、じゃ、何で○○さんところはでき

るんやというような話なんですが、○○さんところにつきましては、きちんと全て

期限を切ってそれまでには、確かに○○さんところも幾つか転用されているところ

があって、完了してないところがあって同時施工されているところがあるんですが、

全て期限内には○○さんところは完成されているというところが大きな違いでして、

先ほどもありましたけれども、例えば８年なり６年たってても○○さんところは言

うたら計画で２年以内に完成させるのが普通なんですが、それまでに完了せずに、

またその完了の報告等も出ていない中でできてない。○○さんところはきちんと期

限を定めて、それまでには全て完成させてこられているというところが違うという

ような形になります。  

【議長】   これは２７年から私もこれは見てきてます。県の方でアプローチもし

ていただいていますが、今、７番委員が言われるように何も許可をしないというわ

けではないんです。  

 ただ、何回も何回もしていったんでは私たちの立場がないでしょうと。それもあ
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ると思います。やはり守っていただくものは守っていただくのも、それは当然です。

私たちもこれ信用ですので、何棟かありますよといって、はい、分かりましたと言

って出すんやけど、申請者はちゃんとそれを守ってやってくれないと。  

 ただ、私も見た中で一番ひどいのは、今の写真、これなんですね。全然やってい

ないと。今も我々はだまされたという形に多分、私たちの心情としてもなると思い

ます。ここで１回仕切り直しをしていただいて、しっかりとここで今日、不許可に

なった場合なんですけど、そこでやはり今までの分を○○さんの方に清算していた

だいて、また出してもらえれば、これは完全に通る、通るというか、全体的に通る

ことですのでやらせてもらうけど、そこのところをちょっと改めていただきたいな

と。そうしないと、それが皆、追随していけば、ここもやっていいとなってしまう

と、それこそ秩序が乱れてしまうと大変なことになりますので、今回はそういう部

分で１回今まで分をきちっと清算してやってくださいと。  

 なかなかこれは商売ですので全部やってくれるかは分かりませんけども、言って

建てますということですので、それは信用して私たちも許可を出したということで、

何とかこれについてご理解をいただいて、また次の申請をここに出していただくと

いうことで、今のところ全部完成させて完成届を出していただいて、もう一回申請

を出してほしいなというのが私の意見です。これ、また皆さんに聞かせていただき

ますけどということで、そこのところ、また伝えてください。  

【７番委員】   僕が直接。  

【議長】   聞かれたらやで。  

【９番委員】   この案件の近所で○○さん、ほかにも転用の計画をされとるとこ

があるように聞いとるんです。そこについても結局、まだ完成していない○○の計

画があって、まだ販売というか、売れていないので許可申請を出されていないとい

うか、止められておるということも聞いておるので、完成しないうちにどんどこ出

してしまうと、建売りじゃなくて宅地、分譲で許可を出してしまうことに、これな

んかまさしくそうですね。もし売られておるということであると、家を建てていく

という計画であったのに、宅地を売買しておられるんですね。  

【８番委員】   農地です。  

【９番委員】   農地やけど、５条で許可下りとるのに、言ったら農地ということ

は、その許可はもう来ないんで、計画どおりされてないものは。だから、許可どこ

ろか農地法を無視してやっとるん違うかなって、僕の見解ですわ。せめて計画変更

出してもらって、そこまで行くとちょっと納得できるかなと思うんやけど、計画変
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更は出てこないわ、売れていない中でまた、造成して売るだけやったらすぐ売れる

わなと思うので、それやったら○○違うよね。ということも、僕も現場も見ながら、

これを許してしまうとほかへの歯止めというんか、きかんようになってしまって、

出てきたら全部許可せなあかんということになるんと違うかなと思うんで、やっぱ

りそこは県の指導も受けながら事務局も対応してもらっているから、どっちみち、

これ県はうんと言わんやろ。  

【事務局】   まあ、そうです。  

【９番委員】   我々恥をかくので。  

【７番委員】   昨日、話ししてちょっと感じたのは、直接は聞いてないんですけ

ど、大分話進めているなと思いました。勝手に。多分地主ともそうですし、業者さ

んともそうやと思うんですけど、とにかくこれは通さんとまずいんやみたいな感じ

で、ああ、勝手に話を進めているなという感じ。  

【９番委員】   思います。どうも聞くところ、地主さんもちょっと慌てておられ

るみたいなことも聞いておるし、もともと○○さんところに行かれていたんです。

この地主さんは。  

 ただ、○○さんはほかに案件を抱えておって、処分できないと許可下りないので

という経過もあったみたいなので。  

 後の許可のことを考えると、軽々に許可を下ろすというのは問題かなと。  

【事務局】   ○○さんところも、ここはどうしても用途地域でないもので、こう

いった転用ができるということで、また○○さんとこ、用途地域での申請であれば、

それはまた視点は変えて審査をできるのかなと思うんですが、基本的には農地法で

はまず分譲での転用というのは認めてないんですが、限定して用途地域だけは認め

ましょうというようなことなので、基本的には建売が原則になると、そういったと

ころについてはなかなかですし、こうやって多分○○の方でも農地が欲しい方はお

られると思うんですね。これもそれがまかり通ってしまうと、みんな分譲地で買っ

て畑を作るみたいなことにもなりかねんというふうなこともあるので、やはりそこ

については農業委員会としては、なかなかちょっと認められにくいところなのかな

というふうには事務局では考えているんですけども。  

【議長】   何か他にありますか。  

【９番委員】   もう一点。何かおさらいの質問で申し訳ありません。  

 ここの部分は、そうすると所有権移転は終わっているんですか。  

【事務局】   ○○さんからは終わっているというふうに聞いてますので。  
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【９番委員】   登記されているということやね。  

【事務局】   そうですね。  

【９番委員】   登記されておって、地目は今、何で登記されているんですか。  

【事務局】   多分恐らく宅地で登記はされていると。  

【９番委員】   現況、畑やと農地台帳上。  

【４番委員】   ならんのやないの。  

【事務局】   建物が建ってないと宅地にはならないです。雑種地にはなっても。  

【事務局】   そうです。建物が建たないと法務局も宅地にはしませんね。  

 ただ、所有権移転は終わっているというふうに○○さんには聞いてまして、○○

さんは、そやからええやろうというふうにおっしゃるんですけど。だから、そこで

農地法を分かっておられないなとちょっと私は思ったんですけど。  

【４番委員】   もともと農転が多分宅地で出ているんですよね。自宅敷地が出て

て、地目変更で雑種地で見てくれるかというと、ちょっとそこにかかってくる話や

と思います。法務局でも。  

【事務局】   ええ。○○さん、要は売り終わっているからええやろとおっしゃら

れるもんで、もちろん所有権、もし移動したとしても、やはり申請者は○○さんな

んで、そこは○○さんがきちんと全て責任も持ってしてもらわないと駄目なことで

すし。  

【７番委員】   理解してないですね。  

【事務局】   そうですね。全部説明して、何で何でやと言うから法律で。  

【７番委員】   建築法では建築法ではと建築法のことばかり言われるんですよ。

先ほどの店舗として使われているところを５０％以上の居住施設、居住区であれば、

建築法ではこれは住居なんやと言い張るんですよ。これは店舗じゃないと。  

 １度、ここに来ていただいて、しっかり説明する。  

【議長】   そのほうがいいかもしれへんな。  

【７番委員】  僕一人だとちょっと何か。すみません。  

【９番委員】  それも方法やな。  

【議長】   来月、もう一回審議をさせてもらうという形をとる。１度、来ていた

だいて話を聞かせていただく。  

 この件について特に何かありますか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

【議長】   それではないようですので、一つずつやらせていただきます。  
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 まず議案第３２号  農地法第５条１項の規定による許可申請について、番号１に

ついて異議のない方の挙手をお願いいたします。  

（全員挙手）  

【議長】   はい、ありがとうございます。挙手全員ですので、議案第３２号  農

地法第５条１項の規定による許可申請について、番号１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３２号  農地法第５条１項の規定による許可申請について、

番号２について異議のない方の挙手をお願いいたします。  

（全員挙手）  

【議長】   はい、ありがとうございます。挙手全員ですので、議案第３２号  農

地法第５条１項の規定による許可申請について、番号２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３２号  農地法第５条１項の規定による許可申請について、

番号３について異議のない方の挙手をお願いいたします。  

（全員挙手）  

【議長】   はい、ありがとうございます。挙手全員ですので、議案第３２号  農

地法第５条１項の規定による許可申請について、番号３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３２号  農地法第５条１項の規定による許可申請について、

番号４について異議のない方の挙手をお願いしますということですけど、これは今

の部分で否決をさせてもらうと。  

【事務局】  そうですね。否決をしてもらってもいいですし、保留という形でも。  

【議長】   保留にさせてもらってもいいかというのを、ほんならどうします。手

を挙げていただけますか。保留か。  

【事務局】   もし議決していただいて不許可相当ということですと、事務局から

不許可相当でしたというようなことで、申請書とともに文書を書かせてもらって○

○さんに返させてもらうことになりますし。  

【議長】   来月もし来ていただくということで保留にしといて、来ていただくと

いうことで。  

【事務局】   来月、もう一回審議ということで説明してもらってもいいです。  

【議長】   その方がいいですか。ここで否決してしまいますか、来月来ていただ

いてもう一回説明していただいて、そこで判断をさせていただくか。  
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【事務局】   来月来ていただいても。ただ、現状ではちょっと時間はかかりそう

ですね。その是正に。  

【４番委員】   はっきりしたほうがいいと思います。  

【９番委員】   弁明の余地というか、弁明じゃないけども、やっぱり分かっても

らうということも大事だと思います。今言うように、分かっていないところを理解

してもらうというのが大事やと思うんで。事務局も大変苦労されておるんで。  

【事務局】   ただ説明については、否決させてもらったら否決しましたで、○○

さん来られて、何でこうなったか、これこれこうせんと次の許可がないので、こう

してくださいというようなことで説明は何ぼでもさせてもらえるんですけれども。  

【９番委員】   説明しているんですね。  

【事務局】   説明させてもらっています。させてもらっているんですが、７番委

員もおっしゃるように、ちょっと本人がまだ自覚してないということでございまし

て。  

【議長】   ほんなら、この４番については不許可とさせていただいてもよろしい

でしょうか。不許可とされる方の挙手をお願いします。  

（全員挙手）  

【議長】   はい、ありがとうございます。挙手全員ですので、議案第３２号  農

地法第５条１項の規定による許可申請ついて、番号４は不許可相当として申請者へ

通知することとし、県への通達は致しません。  

【３番委員】   すみません、確認。先ほどの否決された４番ですが、この地主さ

んは小浜市ではない。  

【事務局】   すみません。失礼いたしました。議案書のほう、間違っておりまし

て、京都市の間違いでございます。  

【議長】   続きまして、議案第３３号  農地転用事業計画変更申請について、異

議のない方の挙手をお願いいたします。  

（全員挙手）  

【議長】   はい、ありがとうございます。挙手全員ですので、議案第３３号  農

地転用事業計画変更申請については、原案どおり県への申請させていただきます。  

 続きまして、報告第９号  相続等権利取得の届出による受理通知書の発行につい

て事務局の報告をお願いいたします。  

【事務局】   報告第９号  相続等権利取得の届出による受理通知書の発行につき

まして、説明をさせていただきます。  
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 下記の農地について、農地法第３条の３第１項の規定による届出書が提出され、

受理通知書を発行しましたので報告します。全部で７件ございます。  

 番号１、氏名、○○。住所、名古屋市○○。所在・地番、小浜市○○他○筆。地

目は登記が田、現況は田ほかとなっております。合計面積が○○㎡。ほか以下の６

件となってございます。  

 以上でございます。  

【議長】   ありがとうございました。  

 続きまして、報告第１０号  農地の転用事実に関する照会書の回答について事務

局の報告をお願いいたします。  

【事務局】  報告第１０号  農地の転用事実に関する照会書の回答につきまして、

説明をさせていただきます。  

 今まで法務局照会につきましては、地元の農業委員と現地確認を行いまして、事

務局にて処理させていただいておりましたが、○○の農地転用許可なしに太陽光パ

ネルが建設され、法務局照会によって地目が変更され、問題になっている件もござ

いますし、また１２月、副会長様からも現地確認の際に、農業委員会にて報告もあ

ったほうがいいのではとないかというようなご提案もございまして、基本的には法

務局照会の手続によって農地の地目が変えられてしまうというようなことでござい

ますので、今後はこのような形でちょっと報告をさせていただきたいと思っており

ます。  

 それでは、まず議案書を読み上げさせていただきまして、その後、地目変更の詳

細について現場のスライドを前で説明させていただきまして、報告させていただき

たいと思います。  

 まず議案書のほうを読み上げさせていただきます。  

 下記の農地について、福井地方法務局小浜支局より農地の転用事実に関する照会

書が提出され回答書を発行したので報告します。  

 １．申請人、京都市○○、○○。  

 土地の所在及び面積、小浜市○○、畑、○○㎡。現地調査年月日、平成○年〇月

○日。この日は１番委員と２番委員に現地確認をしていただいております。  

 現況地目は非農地。土地利用等関係法令表示ですが、未線引都市計画区域、用途

地域内、農業振興地域外です。  

 内容は許可を得ることが必要であるが、許可を得ていない。指示事項につきまし

ては、現状回復命令を行わないです。  
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 先に議案書を読み上げてさせてもらいます。  

 ２．申請人、小浜市○○、○○。  

 土地の所在及び面積、小浜市○○、畑、○○㎡。  

 現地調査年月日、平成○○年○○月○○日。このときは３番委員と９番委員に現

地確認していただいております。  

 現況地目、非農地。土地利用等関係法令表示、未線引都市計画区域、用途地域外、

農業振興地域内、農用地区域外。  

 内容、許可を得ることが必要であるが、許可を得ていない。  

 指示事項、現状回復命令を行わない。  

 次のページに参ります。  

 ３．申請人、小浜市○○、○○。  

 土地の所在及び面積、小浜市○○、田、○○㎡。小浜市○○、田、○○㎡。  

 現地調査年月日、平成○○年○○月○○日。  

 現況地目、非農地。  

 土地利用等関係法令表示、未線引都市計画区域、用途地域外、農業振興地域内、

農用地区域内。  

 内容、許可を得ることが必要であるが許可を得ていない。  

 指示事項、現状回復命令を行わない。  

 ４．申請人、小浜市○○、○○。  

 土地の所在及び面積、小浜市○○、田、○○㎡、小浜市○○、田、○○㎡。小浜

市○○、田、○○㎡。  

 現地調査年月日、平成○○年○○月○○日。  

 現況地目、非農地。  

 土地利用等関係法令表示ですが、未線引都市計画、用途地域外、農業振興地域内

 、農用地区域内。  

 内容、許可を得ることが必要であるが許可を得ていない。  

 指示事項、現状回復命令を行わないということで終わらせていただきます。  

 以前も法務局照会について１月のときに説明させてもらいましたけど、もう一回、

説明だけさせてもらいます。  

 通常の地目変更の流れですが、農業委員会で農地法許可、または現況証明を行い

まして、その書類を申請者が法務局へ持っていっていただきまして、法務局が不動

産登記簿に基づいて登記というのが正式な流れとなってございます。  
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 この法務局照会というのが行われますときは、この地目変更申請者が農地法の許

可書なり、農業委員会の現況証明書を持っていない場合に農業委員会に確認をする

というような手順になってございます。その際に法務局が確認される中身としまし

ては、農地法の許可が行われているどうかと、あと二つ目、現状回復命令を行うか

どうかの有無ですね。ここで農業委員会が現状回復命令を行うというふうに回答し

た場合については、法務局は地目を変えないというようなことになってまして、こ

の法務局照会というのは原則、法務局からの照会の２週間以内に回答することが法

務省と農林水産省の取り決めでされてございます。  

 ただ、２週間というのは非常に短い時間でして、その中で農業委員さんの現場も

確認したりするというふうなことで、なかなか難しいというようなことで、こちら

については法務局のほうに電話させていただいて、必ず２週間というのでなくて、

ちょっと待ってくださいとか、農業委員会があるのやったらそのときに審議したい

というようなことで、ちょっと待ってくださいというようなことで調整は可能なこ

とになってございます。  

 また、小浜市農業委員会では法務局照会、いきなり結局、この手続は農業委員会

を飛び越していきなり法務局に行って地目変更の手続をされるので、基本的にはそ

れが行われないように現況証明制度を持ってまして、基本的には現況していただい

て、もしもう転用がされてしまっているんであれば、現況証明の申請を農業委員会

に出してもらって、農業委員会で審議した後、その証明書を持って法務局に行って

もらうようにしてもらいたいというようなことで、現況証明制度を持っております。 

 この現況証明制度については、嶺北のほうだとほとんどないというふうなことも

聞いてますし、近隣ではおおい町なんかも現況証明制度はないということですが、

小浜市については現況証明制度を行っております。  

 農業委員会の対応としましては、現地調査委員と現場確認、そこで見ていただく

のは、農地か否かを見ていただくと。あと、農振農用地での違反転用につきまして

は、現状回復命令があるというふうに一旦法務局に回答しまして、するとまたしば

らくちょっと期間をもらえまして、その間に現況回復命令を実際に出すかどうかを

決めて、法務局に回答するというような流れになってございます。  

 それではあと、報告させていただいたところの場所だけ、ちょっとこちらのほう

で説明させていただきたいと思います。  

 まず、No.１につきましては○○でございまして、○○地区の用途地域の中にある、

住宅の中にある農地なんですけど、現場につきましては、次のスライドをお願いし
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ます。  

 実際、ちょっと砂利も敷かれて農地とは見受けられない形になっているんですが、

こちらにつきましては、農業委員さんと現場確認させていただきまして、事務局に

て決裁をとりまして現状回復命令をしないというようなことで回答させていただい

たんですが、ここの場所につきましては用途地域内ですし、３種農地になって農地

転用許可もできるというようなことで、現状回復命令を行わないというようなこと

で回答をさせていただきました。  

 次に二つ目に行きます。二つ目につきましては、○○の地係でして、ちょうどこ

こ○○があって○○号線があって、こちらのほうに○○駅があるんですが、その海

側の山林にかかっているような部分で法務局照会がございました。  

 次のページ、お願いします。  

 現状は、こういった形で林のような形になってしまっているんですが、ここの場

所につきましては、農地区分としましては集落内のその他２種農地になるんですが、

こういった形でＢ分類の耕作放棄地で、それがさらに進んでＢ分類で林地されてお

りまして、農地でないと判断できるというようなことで、現状回復命令は出さない

ということで回答させていただいております。  

 次のページ、お願いします。  

 最後、 No.３、 No.４につきましては、ちょうど○○集落があって、ちょっと離れ

た農振農用地に○○が建っているということでの法務局照会でした。ここにつきま

しては、農振農用地、また第一種農地というようなことで、本来であれば許可要件

の例えば集落にも接続しておりませんので、農地法の許可はできないような判断に

はなるんですが、ちょうど傾斜もありまして、形も不形成な田となっているという

ことで、土地の農業上の利用性を確保する必要性が低いというようなことで、農業

委員会で判断していただきまして現状回復命令は行わないというようなことで、法

務局に回答させていただいている次第でございます。  

 説明は以上でございます。  

【議長】   ありがとうございました。  

 これで全ての議案は終了しました。来月の日程をお願いします。  

【事務局】   来月の日程でございますけれども、４月２５日水曜日午前９時から

現地調査を予定しております。１番、玉井委員、２番、橋詰委員、よろしくお願い

します。  

 また、４月２７日金曜日、午後１時半から第１１回農業委員会を予定しておりま
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すので、皆様のご出席をよろしくお願いします。  

 以上でございます。  

【議長】   はい、ありがとうございました。ほかに何かございませんか。  

 ないようでしたら、これで第１０回農業委員会を終了させていただきます。  
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