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と   き       平成２９年７月２ ８日（金 ）午後１ 時 ３０分  

  

ところ       小浜市役所  ３階  ３０２会議室  
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   出席委員（ 仮の議席）  

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  

 ７番  山本聡    

   

 

  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２９年７月２ ８日（金 ）午後１ 時３０分小浜市役 所３階３０

２会議室において 、第２ 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１号  農地法３条の規定による許可申請について   

議案第２号  農地法４条第１項の規定による許可申請について   

議案第３号  農地法５条第１項の規定による許可申請について  

議案第４号  現況証明申請について   

報告第１号  地目変更の届出による受理通知書の発行について  

報告第２号  相続等の届出による受理通知書の発行について  



 －3－ 

【議長】   皆様、こんにちは。どうもご苦労さまでございます。ただいまより  

第２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、本日の議案につきましては農地法第３条が１件、４条が１件、５条

が５件、現況証明が１件、地目変更届が３件、相続の届出が６件、計１７件でご

ざいます。慎重審議のほどをよろしくお願いいたします。  

 それでは、事務局より報告をお願いします。  

【事務局】   活動報告をさせていただきます。  

（平成２９年７月農業委員会活動報告）  

本日、７番の山本委員が所用のために欠席の連絡をいただいております。  

【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

指名いたします。  

 なお、現地調査委員は、２番  橋詰委員、３番  福永委員でした。  

 それでは、議案第１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

たしますが、○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。○番委員は審議前に退室をお願いいたします。  

 それでは、事務局の説明をお願いいたします。  

【事務局】   議長番外。それでは、議案第１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。１件でございます。  

 それでは、議案書の方を見ていただけますでしょうか。議案第１号になります。  

 番号１、申請内容は所有権移転。申請者、譲渡人、小浜市○○、○○、持分２

分の１、三方上中郡若狭町○○、○○、持分２分の１。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、借入地としまして○○㎡、○○町ですね。

作付作物は水稲及び野菜。労働力の確保としまして常時雇用○名、臨時雇用○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、

ラジコンヘリ○台。  
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 なお、譲受人は農地所有適格法人であり解除条件はございません。  

 議案書を１枚おめくりください。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、先ほど申し上げま

したけども、○町を超えています。○○地区の下限面積○○アールを超えます。

第２項第７号、申請地は現在休耕中の農地ですが、譲受人は耕作を再開する予定

でございます。また譲受人は地域内の農地保全活動に積極的に関わっておりまし

て、地域調和にも努めております。本申請は隣接する空き家を○○に改装して、

レストランで提供する○○を本申請農地で作付けしたいとのことでございます。

関連する申請として、この○○に関連しまして駐車場へ転用するための５条申請

が出されてございまして、５条につきましては後ほど説明させていただきます。  

 以上でございます。  

【議長】   ありがとうございます。  

 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。  

【２番委員】   ○○郵便局の入ったところ右側に曲がっていただいた○○の集

落の奥の方、○○神社のところに入っていく山の際のところです。  

 今言いました５条申請で出てくるのがこちらの方になるのですけど、その上の

方の今、休耕田になっている部分の地図でありまして、排水とか用水の関係も周

りに影響を及ぼす関係も別にございませんので、適正と判断させていただきまし

た。  

【議長】   ありがとうございました。申請農地について○番委員より補足説明

があればお願いします。  

【○番委員】   この土地につきましては、この隣に先程ご説明がございました

○○といったものがございます。実は空き家ツアーを企画させていただいて、そ

の中で参加していただいた方の中でお一人、その建物を利用して○○をやってみ

たいという方がおられました。  

 その方一人でどうのこうのということがなかなかできなかったので、○○がそ

の土地等々を取得しまして、その方と共同経営という形で○○を経営したいとい

うことで、今回、申請に至っております。  

 その隣の畑につきましては、数年前に所有者が亡くなられまして、今、この譲

渡人につきましては、私らより年齢が高いのですけど、そのお子さま２人がおら



 －5－ 

れて、その方です。もう家にはどなたも住んでいらっしゃいません。畑も○年ほ

ど前から放置されていたわけなんですけども、今回そこを再耕作をさせていただ

いて、露地ものの野菜を作らせていただき、季節の野菜等々を作らせていただき

たいというふうに考えておるということを聞いております。  

 以上でございます。  

【議長】   それでは○番委員関連について審議を行いますので、○番委員は退

室をお願いしたいと思います。  

（○番委員退室）  

【議長】   それでは、この案件について何かご意見等はございませんか。  

（「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１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。  

 ○番委員は入室してください。  

（○番委員入室）  

【議長】   続きまして、議案第２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。事務局の説明をお願いいたします。  

【事務局】   それでは議案書、説明させていただきます。議案第２号  農地法

第４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。１件

ございます。  

 番号１、申請者、小浜市○○、○○。  

 申請土地の表示、１筆ございます。所在・地番、○○・○○。地目はそれぞれ

登記、現況ともに田。面積が○○㎡。利用状況は水稲。１反当たりの収穫高は○

○キログラム。土地利用等関係法令表示についてですが、都市計画区域内第１種

低層住居専用地域、農業振興地域外でございます。  

 転用目的は駐車場整備。  

 事業または施設の概要としまして、駐車場○台分。内訳としまして、農作業用

車両○台、営業用車両○台となってございます。  

 申請者の○○氏は、○○の他に○○等に○反○反町の区画の広い農地を所有し

ておられまして、よりアクセスのよい現在の土地に農作業用車両○台を置いて、

あと○○は電気関係の仕事をされているとのことでして、その営業車両を○台と
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息子さんの勤めている会社の営業車両を置きたいとのことで、駐車場を目的とし

た転用申請が出てございます。  

 東側に農地と接しておるのですが、Ｌ型擁壁を設置し、土砂の流出を防止し、

被害防除を完備するとのことでございます。  

 面積は○○㎡ですが、もともとは○反町の農地を○つに分筆した一つでして、

残りにつきましては住宅に転用するということで、後ほど５条申請で説明をさせ

ていただきます。  

 なお、申請地は都市計画法に基づく用途地域内でございますので、第３種農地

に該当し転用可能と判断しております。  

 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。  

【２番委員】  これが国道２７号線で、これが携帯電話の○○のところですね。

これが○○屋さんの山側の最初の○本道の真ん中辺でございます。  

 この一角が○○さんの田んぼでありまして、この辺に関しましてＬ型擁壁を設

けてこちらの田んぼへ土が流出しないようにするということです。それと、この

市道の両側に用排水が整備されておりまして、こちら側は水稲をされておるんで

すけど、それの一番下の田んぼに当たります。メイン排水がこの道に反したこの

道路に大きく開けられております。それのど真ん中という格好になっとるんです

けど、今説明がありましたように、住宅建設のために５条申請されるということ

で、こちら側にも住宅が建っていますし、ここは水稲されとるんですけど、市道

がありまして、メイン排水もここに大きな排水口もありますので、周りに及ぼす

影響はないかな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、ご審議願います。何かご意見等はございませんか。  

（「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した。挙手全員ですので、議案第２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。  
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 続きまして、議案第３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。○番委員は審議前に退室をお願いします。それでは、事

務局の説明を求めます。  

【事務局】  議案第３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５件ございます。  

 番号１と番号２は関連がございまして、先ほど４条申請の○○氏所有の農地を

番号１はお子さんに使用貸借し、住宅を建設、番号２は○○に住宅建設のために

譲り渡すものとなってございます。  

 それでは説明します。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、○○・○○、地目は登記、現況ともに田。面積

が○○㎡。利用状況は水稲。１反当たりの収穫高は○○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、住宅建築。  

 事業または施設の概要としまして、住宅１戸分。  

 東側に農地と接しておりますが、Ｌ型擁壁を設置し、土砂の流出を防止し、被

害防除を完備するとのことです。  

 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

途地域内でございますので、第３種農地に該当し転用可能と判断しております。  

 続きまして、番号２、申請者、譲渡人、小浜市○○、○○。譲受人、小浜市○

○、○○、持分１０分の７、○○、持分１０分の３。  

 申請土地の表示、所在・地番、○○・○○、地目は登記、現況ともに田。面積

が○○㎡。利用状況は水稲。１反当たりの収穫高は○○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、住宅建築。  

 事業または施設の概要としまして、住宅１戸分。  

 東側に農地と接しておりますが、Ｌ型擁壁を設置し、土砂の流出を防止し、被

害防除を完備するとのことです。  
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 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

途地域内でございますので、第３種農地に該当し転用可能と判断しております。  

 次のページを見てください。続きまして番号３、申請者、貸人、小浜市○○、

○○、持分２分の１、〇〇、持分２分の１、小浜市○○、○○、小浜市○○、○

○。借人、○○市○○、○○。  

 申請土地の表示、所在・地番、○○、○○、○○、○○、地目は登記がそれぞ

れ順に田、畑、田、田、現況がそれぞれ順に田、畑、田、田。面積がそれぞれ○

○㎡、○○㎡、○○㎡、○○㎡でございまして、合計○○㎡になります。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、○○建築及び駐車場整備。  

 事業または施設の概要としまして、施設○○㎡、駐車場○台分。  

 整備する駐車場につきましては、隣接し転用済みで現在、資材置場として使わ

れている宅地もあわせて整備するとのことでございます。○○建設予定地西側及

び駐車場建設予定地南側は農地と接してございますが、土砂流出を防止するため

にＬ型擁壁を設置し、被害防除を完備するとのことです。また、駐車場建設予定

地南側に隣接する農地の用排水につきましても、ＰＶ管を駐車場内に通し、用排

水を確保し、隣接農地に影響がないよう施すとのことでございます。  

 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

途地域内でございますので、第３種農地に該当し転用可能と判断しております。  

 続きまして番号４、申請者、譲渡人、小浜市○○、○○、持分２分の１、三方

上中郡若狭町○○、○○、持分２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、田、現況、田一部宅

地。面積が○○㎡。利用状況は水稲。１反当たりの収穫高は○○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、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。内訳は営業用○台、従業員

用○台、来客用○台、参加者用○台とのことです。  

 なお、申請地は一部が高くなっており２段になっている農地ですが、平成○年

にその上段部○○㎡を埋め立てて駐車場として利用してしまってございまして、

始末書を提出させております。  
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 本申請も、先ほどの３条申請と関連した申請ですが、隣接する空き家を○○に

改装して、利用者と従業員用の駐車場に転用したいとのことでして、農業体験プ

ログラム等も計画されておられまして、その参加者の駐車場も兼ねているとのこ

とでございます。  

 なお、申請地は集落内にある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業

務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５、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、○○・○○、○○・○○、地目は登記がそれぞ

れ畑、田、現況はいずれも宅地。面積はそれぞれ○○㎡、○○㎡。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は住宅敷地拡張。  

 事業または施設の概要としまして住宅一戸分。  

 なお申請地は、平成○○年○月に行われました市道の拡張工事に伴い、道路に

転用された農地の残地でして、譲受人が宅地の一部として利用してしまっている

ことから、始末書を提出させております。今回、譲受人の○○氏の隣に住む譲渡

人の○○氏が無償で○○氏に譲渡したいとのことでございまして、所有権移転す

るために農地転用許可が必要とのことでございます。  

 申請地は集落に隣接した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。既存敷地面積の２分の１を超えない既存施設の

拡張に当たるため、転用可能と判断しております。  

 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、現地調査委員の報告をお願いいたします。  

【２番委員】   先ほどの駐車場の図面と一緒なんですけど、先ほど申請された

部分で、先ほど説明しましたけど、ここに擁壁を設けまして、こちらの水稲の農

作地には影響ないように、土砂の流出がないようにするということです。それの

市道側に向かった両側の田んぼの申請でありまして、周りに及ぼす影響もござい

ませんので、妥当と判断させていただきました。  
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 こうのとり大橋を渡っていただきまして、信号を越えて次の大きい交差点を左

に曲がったところからの農地でありまして○○のある通であります。この荒れ地

を含めまして、これ全体がここに建物を建てるとのことでありまして、こちらの

方が駐車場、またこちらが残っとるわけですけど、それの用水の取り入れをこの

駐車場に配管を入れて設けるということです。こちら側もあるんですけど、これ

含めた面積で駐車場をされるということです。  

 図面も出てくるのかな。  

【事務局】   出ないです。ただ皆さんは図面を持っておられます。  

【２番委員】   一番最初に説明させてもらった○○神社の方の田んぼの地図で

あります。  

 先ほどの畑の移転の部分がこの建物の裏に面していると。この建物が○○を経

営される予定の建物であります。それの前の田んぼでして、今、この部分だけを

駐車場に改造するということでありまして、排水はここに流れてまして、大きい

排水がありまして上からの水も全部ここへ排水できますし、道路の排水もありま

すので、この宅地から道になりますので周りに及ぼす影響は何もないと考えてお

ります。  

 この電柱もここまで埋立てですので影響もありませんので、先に埋め立てて始

末書が出とるのは、この部分でして、これが含まれるもんで始末書が出とるとい

う格好になります。  

 それで回り影響を及ぼすこともないので妥当と判断させていただいております。 

 これは○○の方へ行く○○川を渡っていただいたほうの集落の真ん中辺のとこ

でございます。新しくこの道ができまして、その残地としてこの部分とこの部分

が残っておったらしくて、現状的にこういう格好ですので周りに及ぼす影響は何

も、この人が受け取られるということで何の影響もございませんので、妥当と判

断させていただいております。  

【議長】   ありがとうございます。  

 それでは、まず○番委員に係る番号４の申請について審議を行います。審議前

に○番委員より申請農地について何か補足説明があればお願いいたします。  

【○番委員】   この始末書が出ておる場所なんですけど、もともと２段の農地

でした。上も下も田んぼをしておったわけなんですけれども、この譲渡人、お子

さんの先代、お父さんに当たる方が２０年以上前に埋め立てて宅地化してしまっ

たということでございまして、現所有者からは、よろしくお願いしますと、申し
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訳ございませんでしたという言葉が出ておりましたので、申し添えさせていただ

きます。  

【議長】   ありがとうございます。  

 それでは○番委員関連について審議を行いますので、○番委員は退室をお願い

したいと思います。  

（○番委員退室）  

【議長】   それではご審議願います。何かご意見等ございませんか。  

（「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】   挙手全員ですので、○番委員に関連する番号４の申請については、

原案どおり県に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】   それでは、番号１、番号２、番号３、番号５の残る内容についてご

審議願います。何か質問等ございませんか。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３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。  

【議長】  続きまして、議案第４号  現況証明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４号  現況証明申請について、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、○○市○○、○○。申請土地の表示、○○・○○。地目は登

記が畑、現況が非農地となっております。面積が○○㎡。証明を必要とする理由

につきまして、昭和○○年頃に植林し、林地として利用してきた。現況に合った

地目に変更したいとのことです。  

 事務局で申請地に生えている杉の木の胸の高さの直径をはかったところ、○○

センチございまして、推定樹齢は○○年程ある木も生えてございました。  
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 説明については以上でございます。  

【議長】  ありがとうございました。  

 続きまして、現地調査委員の報告をお願いいたします。  

【２番委員】   これから国道○○号線になりまして、それを○○薬局さんを右

側へ曲がっていただいて、○○川を渡ったところの○○の集落の一番山の方にな

ります。この一角が申請地でありまして、○○年と確認した杉の木はこの杉の木

でありまして、一部開けたところもあるんですけど、見てのとおり木が生えてい

まして農地ではない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、何かご意見はございませんか。  

（「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４号  現況証明

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、報告第１号  地目変更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１号  地目変更届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。  

 下記の農地について地目変更届が提出され、受理通知書を発行したので報告し

ます。３件ございます。  

 番号１、申請者  小浜市○○・○○、代表相続人  ○○。耕作者、小浜市○○・

○○、代表相続人  ○○。所有者、小浜市○○・○○、代表相続人  ○○。土地

の所在及び面積、小浜市○○・○○、田〇〇㎡。  

 変更後の地目は畑。変更理由としまして、集落の辺縁部にある不整形で狭小な

田であるため、畑にして野菜を作付したいとのことでございます。  

 番号２、申請者  小浜市○○・○○、代表相続人  ○○、小浜市○○・○○、

○○、小浜市○○・○○、○○、小浜市○○・○○、代表相続人  ○○、小浜市

○○・○○、○○。耕作者、小浜市○○・○○、代表相続人  ○○、小浜市○○・

○○、○○。小浜市○○・○○、○○、小浜市○○・○○、代表相続人  ○○、

小浜市○○、○○。所有者、小浜市○○、○○、小浜市○○、○○、小浜市○○、
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○○、小浜○○、○○、小浜市○○、○○。土地の所在及び面積、小浜市○○、

田  ○○㎡、小浜市○○、田○○㎡、小浜市○○、田○○㎡、小浜市○○、田○

○㎡、小浜市○○、田○○㎡、小浜市○○、田○○㎡。小浜市○○、田○○㎡、

小浜市加斗○○、田○○㎡、小浜市○○、田○○㎡、小浜市○○、田○○㎡、小

浜市○○、田○○㎡、小浜市○○、田○○㎡。変更後の地目は畑でございます。

変更の理由としましては、水はけが悪く深田であるため、地目変更して畑として

有効活用したいとのことです。  

 番号３、申請者  小浜市○○、○○。耕作者、小浜市○○、○○。所有者、小

浜市○○、○○。土地の所在及び面積、小浜市○○、畑○○㎡、変更後の地目は

田、変更理由としましては、田の１区画を畑にしていたが、水田に戻し隣接する

水田とあわせて田を効率的に耕作したいとのことです。  

 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、報告第２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２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、説明させていただきます。  

 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たので報告します。全部で６件ございます。  

 番号１、氏名、○○。住所、○○市○○。所在・地番、小浜市○○、他４筆。

地目は登記が田他、現況は田他となってございます。合計面積が○○㎡。他、以

下の５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。これで全ての議案を終了いたしました。  

以上をもちまして、第２回農業委員会を終了させていただきます。どうもご苦労

様でございました。  

 


