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第６回小浜市農業委員会議事録 

（縦覧用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と   き       平 成 ２ ９ 年 １１月 ２８ 日 （ 火）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  

７番  山本聡    

１０番  西田尚夫    

 

  欠 席 委 員  

８番  東清俊  ９番  岡田昌樹   

   

 

  遅 刻 委 員  

   

   

 

出 席 事 務 局    御子柴事務局長、領 家 ＧＬ、奥村主査 、  

       赤 崎主査 、 宮 本 主 査  

 

平 成 ２ ９ 年 １１月 ２８ 日 （ 火）午後 １ 時 ３０分小浜市 役所３階   

３ ０ ２ 会議室にお いて、第６ 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１９号  農地法３条の規定による許可申請について   

議案第２０号  農地法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】   皆さん、こんにちは。御苦労さまでございます。時間が来ましたの

で、ただいまから第６回小浜市農業委員会を開催させていただきます。  

【事務局】   それでは、農業委員会の活動を報告させていただきます。  

 （平成２９年１１月農業委員会活動報告）  

【議長】    それでは、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２番  橋詰

委員、３番  福永委員を指名いたします。  

 なお、現地調査委員は、１番  玉井委員、２番  橋詰委員でした。  

 それでは、議案第１９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】   議案第１９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。４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・現

況とも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、速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○○㎡、中間管理機構への貸付予

定地としまして○○㎡。  

 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。解除条件はありません。  

 次のページの議案書の次のページをごらんください。２ページ、おめくりくだ

さい。番号１の調査書となってございます。  

 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、内外海地区の下限面積３０ａを超えます。  

 第２項第７号、申請地は現在、譲受人が既に耕作をしておりまして、引き続き

水稲を作付するとのことです。  
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 申請地につきましては長年、譲受人が耕作をしてきた農地でして、○○の際に、

譲渡人から譲受人に所有権移転されることになっておりましたが、実際はできて

いなかったため、今回３条申請にて権利を移転するものでございます。  

 続きまして番号２に移りますけれども、番号２、番号３、番号４は関連がござ

いまして、３名の農家がそれぞれの農地を交換し、譲受人が既に長年耕作されて

いる熊野地係の農地になるのですけれども、所有権移転登記ができていなかった

ために、今回３条申請にて正式に権利を移転するものでございます。  

 それでは、議案を説明させていただきます。  

 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

況とも田となってございます。  

 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、速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、コンバイン○台、耕うん機○台。解除条件はございません。  

 ３枚おめくりいただけますでしょうか。番号２の調査書となってございます。

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５０ａを超えます。  

 第２項第７号、申請地は現在譲受人が既に耕作中の農地でして、引き続き水稲

を作付するとのことでございます。  

 続きまして番号３に行きます。議案書３番です。２枚お戻りください。  

 番号３、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、２筆ございます。所在・地番、○○・○○、○○・○○。地

目は登記・現況ともそれぞれ田となってございます。  

 面積がそれぞれ○○㎡、○○㎡。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、速やかに権利を設定し、移転します。  
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 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、コンバイン○台、耕うん機○台。解除条件はございません。  

 ３枚おめくりください。番号３の調査書となってございます。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５０ａを超えます。  

 また、第２項第７号、申請地は現在譲受人が耕作中の農地で、引き続き水稲を

作付するとのことでございます。  

 最後、議案番号４になります。３枚お戻りください。  

 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

況とも田となってございます。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、速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、コンバイン○台、耕うん機○台。解除条件はございません。  

 最後、４枚おめくりください。番号４の調査書となってございます。  

 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、国富地区の下限面積５０ａを超えます。  

 第２項第７号、申請地は現在譲受人が耕作中の農地で、引き続き水稲を作付す

るとのことです。  

 説明は以上でございます。  

【議長】   ありがとうございます。  

 続いて、現地調査委員の報告を求めます。  

【２番委員】   ２４日に１番委員と事務局２人で、現地調査に行ってまいりま

した。  
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 第３条申請の１番で、○○がここで、○○、その○○に入る手前のところの道

の方へ下っていったかかりのところです。この部分が今回申請のあった部分なん

ですけど、土地改良したときにもともと名義変更がされなきゃいけないようなこ

とだったんですけど、そのままの状態やったということで申請が出てきています。

これが○○さんの面で、これも同じく○○さんが作っておられますので、今現在、

耕作中の畑なので、回りに及ぼす影響も何もないので妥当と判断させていただき

ました。  

 ○○の集落の入る手前のところに、○○さんの倉庫があるんですけど、それの

回りなんです。分かるかな。○○さんが現在もこの部分も含めてここも耕作され

ておりまして、これも今現在も耕作中の申請ということで、周りに及ぼす影響も

何もございませんので、妥当と判断させていただきました。  

 もう一件、これが○○さんの土場なんですけど、今、申請があったのがここな

んですけど。今度はこれ、○○さんのほうなんですけど、これ自体も今現在、○

○さんの所有の土地で、あと残りこの３件が申請出とるわけなんですけど、それ

も含めて一括で○○さんが耕作をなさっているということで、これも周りに及ぼ

す影響が何もございませんので妥当と判断させていただきました。  

 以上です。  

【議長】   ありがとうございました。何かご質問等ございませんか。  

（「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お願いいたします。  

（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１９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２０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、○番委員に関連する審議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。○番委員は審議前に退室をお願いいたします。  

 それでは、事務局の説明を求めます。  

【事務局】   議案第２０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６件ございます。  

 番号１、申請者、譲渡人、奈良県○○、○○。譲受人、小浜市○○、株式会社

○○、代表取締役、○○。  
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 申請土地の表示、所在・地番、○○・○○、地目は登記、畑、現況、宅地。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

○台分。  

 本申請は、申請地に隣接する○○業を営む○○が手狭になった従業員と来客用

の駐車場を確保するために、既存の駐車場を拡張・整備するものでございます。  

 なお申請地は、申請者の親族が昭和○○年頃に申請地を埋立てて農作業小屋を

建築し、また昭和○○年頃に隣接地に居宅を建築した際に申請地を通路として使

用してしまっているため、始末書を提出させております。  

 申請地につきまして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２、申請者、譲渡人、大阪府○○、○○。譲受人、小浜市○○、○○。  

 申請土地の表示、所在・地番、○○・○○、地目は登記、現況とも畑。面積が

○○㎡。利用状況は野菜。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中高層住居専用地域、農業振興地域外

です。  

 転用目的としまして、宅地分譲地整備。事業または施設の概要としまして、宅

地分譲４区画分。  

 本申請は不動産業者が宅地分譲地を整備するものでございます。  

 なお、申請地は都市計画区域内用途指定地域にあるため、第３種農地に該当し

転用可能と判断しております。  

 また補足説明をいたしますと、本申請地は生守等と異なりまして、用途地域で

あるため、建売住宅でなく宅地分譲が認められてございます。転用は農地を整地

した時点で完了となり、建売用の住宅まで建設する必要は今回はございません。  

 続きまして番号３にまいります。申請者、譲渡人、大阪府○○、○○。譲受人、

小浜市○○、○○。  

 申請土地の表示、所在・地番、○○・○○、地目は登記、現況とも畑。面積が

○○㎡。利用状況は野菜。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中高層住居専用地域、農業振興地域外

です。  

 転用目的としまして、駐車場整備。事業または施設の概要としまして、駐車場
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３台分。  

 本申請は隣接地に住む譲受人が現在自家用車を借地に置いてございますが、今

回、駐車場を整備したいとのことで転用申請するものでございます。  

 なお、申請地は都市計画区域内用途指定地域にあるため、第３種農地に該当し

転用可能と判断しております。  

 続きまして、１枚おめくりください。  

 番号４、申請者、譲渡人、大阪府○○、○○。譲受人、小浜市○○、○○。  

 申請土地の表示、所在・地番、○○・○○、地目は登記、現況とも畑。面積が

○○㎡。利用状況は野菜。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中高層住居専用地域、農業振興地域外

です。  

 転用目的としまして、駐車場整備。事業または施設の概要としまして、駐車場

３台分。  

 本申請は隣接地に貸駐車場を所有する譲受人が手狭になってきたために、駐車

場３台分を拡張したいとのことで転用申請するものでございます。  

 なお、申請地は都市計画区域内用途指定地域にあるため、第３種農地に該当し

転用可能と判断しております。  

 続きまして番号５、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、○○・○○、地目は登記が田、現況が畑一部宅

地。面積が○○㎡のうち○○㎡。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、都市計画区域内用途指定なし、農業

振興地域内農用地区域です。  

 転用目的としまして、住宅建築。事業または施設の概要としまして、住宅１戸

分○○㎡。  

 備考としまして、申請地は農振除外手続中で、農振除外と同時許可となります。  

 なお、申請地は１０ヘクタール以上の一団の農用地と接する第１種農地に該当

しますが、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、転用可能と判断しております。  

 続きまして番号６、申請者、貸人、小浜市○○、○○、小浜市○○、○○、小

浜市○○、○○、小浜市○○、○○。借人、石川県○○、○○、代表取締役、○

○。  
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 申請土地の表示、所在・地番、○○・○○、○○・○○、○○・○○、○○・

○○、○○・○○、○○・○○、○○・○○。地目は登記、現況ともにそれぞれ

田。面積がそれぞれ○○㎡、○○㎡、○○㎡、○○㎡、○○㎡、○○㎡○○㎡。

利用状況はそれぞれ不耕作のものと水稲のものがございます。１反当たりの収穫

高は不耕作のところはございません。また、水稲が作付されている筆につきまし

ては４８０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、工業

地域、農業振興地域外です。  

 転用目的としまして、店舗建築及び駐車場整備。事業または施設の概要としま

して、店舗○○㎡、駐車場○○台。  

 なお、○○氏が所有する筆、○○・○○、○○㎡につきましては、昭和６０年

６月に隣接地に○○氏が居宅を建築した際に、制限除外の届け出なく農機具庫を

設置されてしまっているため、顛末書を提出していただいております。  

 なお、申請地ですが、市街地の区域内にある農地です。都市計画法に基づく用

途地域内でありますので、第３種農地に該当し転用可能と判断しております。  

 また本申請の農地転用申請面積は○○㎡を超えてございまして、県の農業委員

会ネットワーク会議現地調査対象の 3,000㎡を超えておりますので、県農業会議が

現地調査を行う案件となってございます。  

 説明は以上でございます。  

【議長】   ありがとうございます。  

 続きまして、現地調査員の報告を求めます。  

【２番委員】   ○○号線沿いの○○さんの工場の真裏なのですけども、○○号

線沿いの土地です。  

 こちらが○○さんの工場がありまして、これが今現在使用されています従業員

さんの駐車場であります。この一角を新たに従業員の駐車場に申請したいという

ことで届出が出てまいりました。この畑自体も○○さんが今、作っておられます

ので、ここまでの駐車場にしても周りの人に与える影響というのはないと思いま

すので、妥当だと判断させていただきました。  

 作業小屋が建っているのですけど、この小屋の届出が出てなかったということ

で顛末書が出てます。  

 これが○○号線で、これが○○橋から来た道ですね。○○さんから２本目かな、

信号を入っていったとこの真ん中辺ぐらいであります。この一角、全部申請が出

ておりまして、この部分が分譲住宅の部分で、これ両方が駐車場の拡幅というこ
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とになります。  

 これが現在の駐車場になっていますので、それをこれだけ拡張したいというこ

とであります。  

 もう一件は、ここの人の駐車場をここに確保したいということの申請でありま

す。もう一カ所の広い場所は分譲住宅ということで、これが広めの道路で、こち

らにも道路があります。ここにごみの集積所があったのがどうなるかの打ち合わ

せだけお願いしたいということです。  

 ここに家庭菜園ぐらいの畑がちょっとあったんですけど、家庭菜園で周りに及

ぼす影響はないと思いますので、妥当と判断させていただきました。  

 この内側の畑に上がってくる道の１個手前、○○学校の真上の畑になります。

この一角の申請で、同じくこちらにも土地がずっとあるんですけど、今、これち

ょうど写ってないんですけど、この辺ぐらいから畑を作っておられます。それの

道路側のほうの申請であります。  

 ここにも畑があるんですけど、民家に隣接した土地で道路に面しているという

ことで、この下も大分段差がありまして、側溝もちゃんとありましたので、周り

に及ぼす影響はないので妥当と判断させていただきました。  

 ただいま、ここに水路が入っとるんですけど、その水路はこの建物を取り壊し

た後、前のように復旧させるということらしいんで、妥当と判断させていただき

ました。  

 これが○○号線で、これが高速ですね。これの○○さんのところの信号の反対

側、○○のある方の一角です。  

 ○○のほう、○○号線のほうを向いた感じの面積になります。線路側の方に建

物が建ちまして、道側の方が駐車場ということになります。この真ん中に空いと

るのは赤道ということで、そのまま残ります。倉庫がある顛末書というのがこの

部分です。これです。仮設の小屋みたいなのがちょろっとありまして、それが入

ってますので、その部分のことです。  

 これも周りに及ぼす影響は何もないので、周り全部道路になりまして影響ない

かなと、妥当だと判断しました。ここに鉄塔があるんですけど、周りに及ぼす影

響はないので妥当と判断させていただきました。  

 以上です。  

【議長】   ありがとうございます。  

 それでは、まず１番、２番、３番、４番、５番の案件について、ご審議を先に
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したいと思います。６番は、○番委員に関する案件でございますので、後に審議

をさせていただきますので、１番、２番、３番、４番、５番案件につきまして、

何かご質問等ございませんか。何かございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

【議長】   ご意見がないようですので、異議のない方の挙手をお願いいたしま

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、１番、２番、３番、４

番、５番の案件につきましては、原案どおり県へ申請させていただきます。  

 それでは、６番の○番委員に関連する件について審議を行います。○番委員さ

ん、何か補足説明はありませんが。  

【○番委員】   よろしくお願いします。  

【議長】   ○番委員さん、退室をお願いいたします。  

（○番委員退室）  

【議長】   それでは、ご審議を願います。何かご質問、ご意見等ございません

か。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

【議長】   ご意見がないようですので、異議のない方の挙手をお願いいたしま

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、○番委員に関連する案

件については、原案どおり県へ申請させていただきます。  

 議案第２０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、全て原

案どおり県へ申請させていただきます。  

 ○番委員は入室してください。  

（○番委員入室）  

【議長】   これで全ての議案を終了いたしましたが、何か質問等ございません

か。事務局のほうから何かありますか。  

【事務局】   来月の日程ですが、１２月２２日金曜日午前９時から現地調査を

予定しております。９番  岡田委員、３番  福永委員、よろしくお願いします。  

 また、１２月２６日火曜日午後１時半から第７回農業委員会を予定しておりま

す。終了後、農地利用最適化推進協議会の全体会を開催予定しておりますので、
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あわせてご予定をお願いします。  

 以上です。  

【議長】   何かほかにございませんか。  

 他にないようでしたら以上をもちまして、第６回の小浜市農業委員会を終了さ

せていただきます。どうも本日はご苦労さまでございました。  

 


