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第３回小浜市農業委員会議事録 
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と   き       平 成 ２ ９ 年 ８ 月 ２ ８ 日 （ 月 ） 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   ６番  松井和幸  

７番  山本聡  ８番  東清俊  ９番  岡田昌樹  

１０番  西田尚夫    

 

  欠 席 委 員  

 ５番  赤尾裕子    

   

 

  遅 刻 委 員  

   

   

 

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 ２ ９ 年 ８ 月 ２ ８ 日 （ 月 ） 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 ３ 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  ５号  農地法３条の規定による許可申請について   

議案第  ６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  ７号  現況証明申請について   

議案第  ８号  小浜農業振興地域整備計画の変更について  

議案第  ９号  空き家に付属した農地に限定した農地法第３条第２項  

第５号の規定による別段の面積の設定について  

議案第１０号  小浜市農用地利用集積計画の承認について  

議案第１１号  小浜市農用地利用配分計画案の異見聴取について  
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【議長】   第３回目の農業委員会の開催ということで皆さんにご出席いただき  

まして、ありがとうございます。  

 今日は農業委員会でございますので、議案が第５号から第１１号まであります

ので、慎重審議のほどをよろしくお願いしたいと思います。  

 それでは、事務局より報告をお願いいたします。  

【事務局】   活動報告をさせていただきます。  

（平成２９年８月農業委員会活動報告）  

本日、５番の赤尾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】   はい、ありがとうございます。それでは、議事に入ります前に、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３番  福永委員、４番  松尾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、４番  松尾委員でした。  

 それでは、議案第５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。事務局の説明をお願いいたします。  

【事務局】   議案第５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、３筆ございます。  

 所在・地番、○○・○○、○○・○○、○○・○○。地目は登記・現況ともに

それぞれ田となっております。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。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、耕耘機○台、田植機○台、コンバイン○台。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、今富地区の下限面

積４０ａを超えます。第２項第７号、申請地は現在耕作中の農地で、譲受人は引

き続き耕作を行う予定です。また、譲受人は同世帯員である譲渡人である父と共  

に既に農作業に従事されておりまして、地域の農地保全活動に積極的に関わると
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のことでございます。本申請は、同世帯間での農地の所有権移転のための３条申

請ですが、相続による農地の権利移動ではなく、譲渡人が譲受人に農地を生前贈

与したいという強い思いがございまして、本申請を行うものでございます。  

 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、現地調査委員報告をお願いいたします。  

【４番委員】   ２４日に１番玉井委員と私、事務局の４名で現地調査に行って

まいりました。  

 １番の３条申請ですけれども、尾崎の地区がこちらにございます。こちらが野

代地区です。前に○○道が走っておりまして、ここの北側になってございます。

国道○○号からこれが市道の○○になるわけなんですけれども、○○から一つ山

側に入った道路沿いになりますが、ここに○○氏の田んぼがございます。  

 申請地は３筆ございますが、この中に全て３筆が入っているということでござ

います。  

 今現在、稲作がなされておりますし、田んぼでございまして、先ほどもござい

ましたように親子間での権利の譲渡という格好になりますので、また皆さん、見

ていただいたとおり、条件的にも整っておりますので、問題はないかというふう

に思います。  

 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、この審議にあたり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５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６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。事務局の説明をお願いいたします。  

【事務局】  議案第６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、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、現況ともに田。面
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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８区画分。申請農地は南側一部に農地と接してございますが、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、貸人、小浜市○○、○○。借人、○○・○○、○

○、○○。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。事業または施設の概要としまして、店舗○○㎡、

建築敷地面積○○㎡となります。南側に貸人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。本申請は、

○○の宅地に○○及び来客用駐車場を整備するものでございますが、隣接する本

申請農地を併せて転用しまして、店舗を建設したい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３、申請者、譲渡人、小浜市○○、○○、譲受人、○○・○○、

○○、○○。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、農業地区域外です。  

 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。整備する駐車場につきましては、隣接し、○○○○○○○○で、必要

となる駐車場を整備し寄付したいとのことです。  

  南側に休耕農地と接してございますが、申請地はＬ型擁壁を設置し、土砂の流

出を防止し、またＵ字溝設置により用排水路を確保しまして、被害防除を完備す

るとのことです。  

  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  
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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。  

 議案書、次のページになります。続きまして番号４、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、小

浜市○○、  地目は登記が田、現況が畑一部宅地。  面積が○○㎡のうち○○㎡。

利用状況は野菜。１反当たりの収穫高は１００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、住宅建築。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○○年に譲渡人が隣接地に住宅を建築した際に、周囲に敷  

いた砂利の一部が入ってしまっているため、始末書を提出させてございます。  

 申請地はＪＲ○○駅から３００ m 以内にございまして、第３種農地に該当する

ため、転用可能と判断しております。  

 以上でございます。  

【議長】   はい、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報告をお願いいたします。  

【４番委員】   ５条申請の１番目の案件でございます。県道、○○から市道、

幹線がございます。それのもう少し北側になりますが、住宅地の中に一つの農地

があるわけなんですけれども、今の現状が農地ですけれども、水がたまっていて

沼のような形になってございます。この場所につきましては、隣接に農地という

のが、この市道を挟んだ反対側に一つ農地があるんですけれども、他に農地がご

ざいませんので、農地に影響はないかというふうに思います。  

 また、この土地を造成しまして８区画でしたか。  

【事務局】   スライドも今回、全部付けさせてもらいました。  

【４番委員】   こういう形で真ん中に○ m の道路を１本付けて、○区画を造成

するというふうな計画になっているようでございまして、この場所につきまして

は都市計画区域用途地域でございますし、周辺の農地につきましても、先ほどお

話しさせていただいたとおりでございますので、この件に関しての問題はないか

なというふうに思います。  

 続きまして、２番目の案件でございますが、国道２７号線の○○の交差点があ

りますね。それと○○の交差点、その中間、○○が今、○○になってございます。

ちょうど裏手のもともと田んぼであったと思われるところなんですけれども、今
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現状が草地になってございます。ここを２枚農地があるようなんですけれども、

そのうちの１枚、１筆ということでございます。  

 ここにつきましては、隣も農地なんですけれども、農地との間に擁壁をすると

いうことでございますので、また水路についても確保されるようでございますの

で、特に問題ないかと思いますし、計画的には今回転用する部分につきましては、

ここは店舗の一部になるようでございますので、国道側に駐車場になるような計

画ということで、現状も見せていただきましたけれども、これは○○になるそう

でございますけれども、この地域につきましては、ここも都市計画区域用途地域

内でございます。それで、第３種農地ということでございますので、問題ないと

いうふうに判断をいたしました。  

 それから、３番目の案件でございます。○○のずっと奥の方に行きますとお寺

が一つございます。○○というところで、その○○のちょうど隣に、○○さん、

ここに駐車場を造成するという計画をしておられます。現地につきましては、も

ともと田んぼであったと思われますけれども、今、草が生えております。見ます

と、鹿が食べた跡になっているのかなと。鹿が食べたために草丈が短くなってい

るのかなと思われるような場所でございます。  

 農地につきましては、今耕作している農地というのは近隣にございません。  

 ただ、このずっと下のほうには耕作をしている田んぼもありますので、この前

が用水路なのでございます。この用水路は確保した上で造成をするということに

なってございますので、住宅地に接した部分でもございますし、特に問題はない

かなというふうに判断をいたしました。  

 造成地につきましては、お寺さんの隣に約○○台分の駐車場を造成するという

ことでございます。  

 ４番の案件ですけれども、加斗でございますね。これが国道○○号線です。こ

こが○○駅。ここら辺が土を入れてこの間からいろいろと現地を見たりしている

場所ですね。ここの交差点からＪＲの踏切を越えて○○のちょうど前に申請地が

ございます。  

 昭和○○年に埋立てをされた土地らしいんですけども、そのときに元々は田ん

ぼがあったものを、ここ一帯を畑として今使っておられるということで、奥のほ

うには畑があるんですけれども、手前につきましては少し宅地化された部分もご

ざいました。今回、ここの部分に建物を建てられるということで、始末書も出て

いるという話もしております。先ほども話がありましたように、○○駅から約３
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００ m 以内ということでございますので、転用につきましては問題ないかなとい

うふうに判断をいたします。  

 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、ご意見等がございましたらお願いします。何か質問等ございません

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、議案第６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、原案どおり県へ申請させていただ

きます。  

 続きまして、議案第７号  現況証明申請についてを上程いたします。事務局の

説明をお願いします。  

【事務局】  議案第７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、小浜市○○、○○。申請土地の表示、○○・○○。地目は登

記が畑、現況が非農地となってございます。面積が○○㎡。証明を必要とする理

由につきまして、昭和○○年に納屋を建築し、宅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。  

 以上でございます。  

【議長】   ありがとうございます。  

 それでは、現地調査委員の報告をお願いいたします。  

【４番委員】   ○○でございます。○○小学校がもう少し下にございまして、

そこからずっと集落の上のほうに上がっていった、ちょうどここになるわけなん

ですけれども、昭和○○年にこの納屋、２階はどうも住宅にしておられるようで

すけれども、納屋を新築されて、それから既に２０年以上たっていますというこ

とで、申請地につきましては、この建物の約半分からこちらぐらいが敷地になっ

ているということでございまして、２０年以上経過しておりますので問題ないか

と思います。  

 以上です。  
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【議長】   ありがとうございました。  

 それでは、ご審議をお願いしたいと思います。何かご意見等ございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

【議長】   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７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、議案第８号  小浜農業振興地域整備計画の変更についてを上程い

たします。事務局の説明をお願いします。  

【事務局】   議案第８号  小浜農業振興地域整備計画の変更についてを説明さ

せていただきます。小浜農業振興地域整備計画の変更を県へ申し出たいので、農

業振興地域の整備に関する法律施行規則第３条の２第２項の規定により、小浜市

農業委員会の意見を求めます。  

 ２件ございます。  

 最初に、農業振興地域につきまして簡単に説明をさせていただきます。  

 整備計画の農業振興地域といいますのは、小浜市内では小浜・雲浜・西津以外

の地域はほぼ指定されておりまして、今後おおむね１０年以上にわたり農業振興

を図ることが適当であると認められる地域を福井県知事が市町村ごとに指定した

区域になります。  

 その中の農用地区域といいますの、今後おおむね１０年を見通して農業地とし

て利用すべき土地、優良農地として町村が設定した区域となります。  

 ですので、ふだん農地転用のときに第１種農地、第２種農地、第３種農地とい

うことで、代替地が必要かどうかというのが変わってきたりしまして、ご審議い

ただいているところでございますが、その第１、２、３種の農地とはまた別の考

え方が農業振興地域の農用地ということになります。  

 こちらにつきましては、農地の種類に関わらず、指定されている場合は原則、

農地転用が不許可となっております。そのため、農地転用を行う際には、まず農

用地から除外を行いまして、それから農地転用を行うという流れとなります。  

 こちらの農用地自体は小浜市が指定しているものではございますが、こちらか

ら除外ですとか編入ですとか、そういった変更を行う場合には県知事の承認が必

要となっております。そのため、流れといたしまして農地転用、農業振興地域か

ら除外したい方から市に対して申請がありまして、県の担当課と除外できる可能
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性があるかを確認いたしまして、除外できる可能性があるという場合に限りまし

て、小浜市が農業委員会、嶺南振興局、ＪＡ、都市整備課に対して意見照会を行

います。その後、それら関係団体の意見と合わせまして、県に事前調整の書類を

送付し、事前調整後に、１カ月の縦覧期間を経まして県知事宛てに正式に申請、

除外の許可が下りるという流れになります。  

 そのため、今回、農業委員の議案として上げさせていただいておりますが、除

外後の農地転用手続の際には、当番委員の方に、現地視察をお願いすることとな

りますので、ご了承ください。  

 では、議案の中身に移らせていただきます。パワーポイントで場所を示させて

いただいております。  

 番号１。変更場所、小浜市○○、田１筆、面積○○㎡のうち○○㎡、土地の所

有者、小浜市○○、○○。除外理由は、新たな住宅の建築です。  

 申請地は、○○にあります○○のすぐそばのあたりになります。○○となりま

す。  

 事業計画者の子どもとその家族、合わせて４人が地元に戻って生活するに当た

り、現在の住居には居住できるスペースがないため、当該地に新たな住宅を建築

するものです。  

 なお、こちらの土地につきましては、丁度こちらに市道が通っておりまして、

こちらも１種農地ではございますが、完全に分断されている状況です。ですので、

他の地域のような形で、もしも仮に土地改良を行うとなりましても、この面積以

上は、大規模な圃場とすることはできないというような場所、また集落に隣接し

ている場所ということになります。  

 次の説明をさせていただきます。  

 番号２。変更場所、小浜市○○、田１筆。面積○○㎡のうち、○○㎡。土地の

所有者、小浜市○○、○○。事業計画者は○○・○○、○○です。除外理由は、

新たな住宅の建築です。  

 国道○○号線沿いに、○○方面に向かって○○を過ぎてすぐのあたり、左手に

ある農地になります。  

 事業計画者は、土地所有者の子どもが夫婦で地元に戻って生活するにあたり、

現在の住居には居住するスペースがないため、当該地に新たな住宅を建築するも

のです。  

 当該地は国道沿いで、集落に接続しており、また農業振興地域内でも端辺に位
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置していることから農地の集団性、農業上の効率的、総合的利用へ支障を与える

ものではございません。  

 また、こちらの土地なのですけれども、ちょうどこちらに川が流れておりまし

て、こちらにつきましても国道のすぐ傍で川で分断されているということで、仮

に土地改良をこの地域で行われるとなりましても、広い耕作しやすい土地に変更

することは難しいのではないかと考えられます。  

 ２件とも集落内で代替地を検討いたしましたが、他に住宅建築に使用できる土

地がなく、土地改良区や地元の合意もなされ、除外はやむを得ないと考えられま

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、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】   ありがとうございます。挙手全員ですので、議案第８号  小浜農業

振興地域整備計画の変更については、原案どおり決定させていただきます。  

 続きまして、議案第９号  空き家に付属した農地に限定した農地法第３条第２

項第５号の規定による別段の面積の設定について上程いたします。事務局の説明

をお願いします。  

【事務局】   議案第９号  空き家に付属した農地指定について、説明をさせて

いただきます。１件ございます。  

 こちらの申請につきましては、先月に少し最後にお話しさせてもらいました農

地法３条の申請につきまして、各農地で農地を取得なり借りる権利移動の際に下

限面積というのがございますが、遊休化が見込まれ、空き家に付属した農地につ

いては、下限面積を１アールに下げるという申請のものでございます。  

 議案を説明させていただきますけれども、農地法第３条第２項第５号の規定に

よる別段の面積（案）としまして、空き家に付属した農地に限定した設定になり

ます。  

区域、小浜市上田７３－１１、別段の面積１アール。  

 なお、前項の設定につきましては、平成２１年１２月２４日付小浜市農委公示

第１３号の設定に優先して適用するものとする。  
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 この農委公示第１３号というのは、各地域の各地域の下限面積を設定するため

の公示でございます。それに優先してこの上田７３－１１につきましては、下限

面積を１アールとしたいという議案でございます。  

 なお、申請地につきましては、農業公共投資の対象となっていない小集団の農

地でして、その他第２種農地内に現在ございまして、付属する空き家に隣接する

１，１４２㎡の休耕中の田となってございます。  

 また、現地調査委員の方からご説明もあると思いますけれども、付属する空き

家につきましては、現在小浜市空き家バンクに登録されておりまして、ホームペ

ージ上に掲載されてございます。申請地は今後も遊休地の状態が続くと見込まれ、

３条下限面積に引下げについて、適当と考えられます。  

 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お願いいたします。  

【４番委員】  今回の場所につきましては中名田地区でございます｡中名田小学

校がここにございまして、県道岡田・深谷線、こちら側が谷のほうです。薬師橋

を渡りまして、田村のお薬師さんのところを曲がったすぐのところにございます。

今現在、空き家ということです。こちらの空き家、こちらが対象の農地というこ

とになりますけれども、先ほどもお話がありましたように、人口増未来創造課で

「小浜で暮らそう」というサイトがございますが、そこにも登録をされておりま

す空き家でございます。こういった形ですね。この商談中と書かれている案件で

ございます。  

 農地につきましては、現在休耕という形です。この状態であれば、大変は大変

はかと思いますけれども、農地にはまだまだ戻していくことはできるかなという

ふうに思われます。農地を取得するには中名田では３反が必要なわけですけれど

も、空き家対策のセットということで、前回も話がありましたように、こういう

ケースに限って農地を取得できるようにするということでございますので、私も

こういう対策につきましては、非常に有効かなというふうに思っております。  

 小浜市内各地に空き家がございますけれども、特に周辺部、農村地域での空き

家につきまして、どうしても農地がくっついております。それを取得するために

は、やはりそういった施策も必要になるかなというふうに思いますので、こうい

う形たちは賛成かなというふうに思っております。  

 ただ、将来的にどういうふうな使い方をされるのかということについて、ずっ
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と見ていく必要もあるのだというふうに私は感じております。個人的な意見も含

めてですけども、以上でございます。  

【議長】   はい、ありがとうございます。  

 それでは、ご意見等ございませんか。  

 ちょっと質問したいんですけど、空き家とかこういうものが来たときに、何と

か回復というか、また田んぼができるように、そういう補助とかいうのは何かな

いの。個人さんへ出ないの。  

【事務局】   耕作放棄地に対して、それを再生するための交付金というのは国

の制度であります。そういうのを使うことはできます。  

 ただ、農振農用地が対象ということになります。  

【事務局】   ここは農振農用地ではあるので、そういう対象にはなると思いま

す。  

【事務局】   １０万円かかる事業をする場合は、１０アール当たり５万円の補

助となっていると思います。  

【議長】   ありがとうございます。ということだそうです。  

【９番委員】   ここの隣は写真を見ると道路側は宅地のように見える、奥に何

かもう一つ見える。これは隣の休耕地やと思われるんです。そうすると。  

【４番委員】   家の裏ですか。  

【９番委員】   家の裏、この裏です。申請者の。  

【事務局】   左側ですか。  

【９番委員】   右側。右、道路側というか、この赤で囲った物件の右側。左側

は空き家でしょう。  

【事務局】   右側は宅地でして、そこは空き家ではないです。  

【９番委員】   その裏にも遊休地みたいなところがあるんやけど。  

【事務局】   申請地の左側、遊休化されてまして、今回申請地の前というか南

前については、１筆だけ耕作中の水田があるような状況です。  

 また、申請地の道路挟んで向かい側は、これでいうと、下側は耕作されていて、

その後は全部遊休地にはなっているような状況です。  

【９番委員】   私心配しとんのは、もし所有権が変わって適正に管理されるの

かどうかということですね。これも農地のほうに行くわけですか。  

【事務局】   そうです。  

 一応、これ手続、流れとしましては今回、指定させてもらって、公示させても
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らって空き家にセットでということになって、それから購入されたい方が３条申

請を出されるのですが、その３条申請を出される方には、今回の下限面積の規制

も含めて一旦これをきちんと耕作できる状態にしたときに、追加書類になるんで

すけど、その復旧完了書というのを出してもらうのが１点、あともう一点は５年

間耕作しますという誓約書も合わせて出していただくような形になってございま

す。  

【９番委員】   分かりました。  

【事務局】   それで、基本的にはきちんと耕作をしてくださいよということは

迫る形になってございます。３条申請に添付してもらうような形になります。  

【９番委員】   農業委員会と関係ないですが、空き家を買われる人にはそれだ

けのリスクというか、責任が伴ってくると。  

【事務局】   まあ、そうですね。  

【９番委員】   重要事項やな。  

【事務局】  新規就農、農業者にもなられるので、きちんとやってくださいと。  

【９番委員】   分かりました。  

【事務局】   その誓約書の中に、転用をしませんということも書いてあります

ので、農地として利用してもらうのと現在農振農用地なので、やはり転用はちょ

っと厳しいと思われます。  

【９番委員】   先ほどのどこかのように、周りがほとんど道路と家に囲まれて

いて、閉鎖的な区域だと。分かりました。  

【議長】   他にございますか。  

（「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９号  空き家に

付属した農地に限定した農地法第３条第２項第５号の規定による別段の面積の設

定については、原案どおり決定させていただきます。  

 続きまして、議案第１０号  小浜市農用地利用集積計画の承認についてを上程

いたします。事務局の説明をお願いします。  

【事務局】   それでは、議案の説明をさせていただきます。  

 議案第１０号  小浜市農用地利用集積計画の承認についてということで、小浜

市農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想（平成２６年９月変更）に基づく
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利用権設定等促進事業について、下記のとおり、平成２９年度小浜市農用地利用

集積計画書の案を作成し、利用権設定の設定等を受ける者及び当該土地について、

所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利、または、その

他使用及び収益を目的とする権利を有する者の同意を得たので、農業経営基盤強

化促進法第１８条の規定に基づき同意を求めるということで、別添の農用地利用

集積計画書（案）をごらんください。  

 １枚おめくりいただきまして、「平成２９年度小浜市農用地利用集積計画一覧

表」というのをごらんください。  

 今回集積計画に上げておりますのは、全て中間管理事業に伴うものでして、対

象となる地域は太良庄地域です。  

 農地は全部で５筆、５，７６２㎡、件数は２件、対象者は２名となっておりま

す。  

 内訳につきましては、１件目が利用権の設定を受ける者、公益社団法人ふくい

農林水産支援センター。利用権を設定する者、遠敷、武田  寛。利用権を設定す

る農用地、太良庄。現況地目は田。筆数は１筆。１，２８８㎡です。地番につき

ましては、太良庄第２３号７となっております。内容としましては田、賃借の始

期につきましては平成３０年１月１日から、終期が平成３９年１２月３１日の１

０年となっております。  

 次に２番目ですが、同じく利用権の設定を受ける者は、公益社団法人ふくい農

林水産支援センター。利用権を設定する者、太良庄、山本光子。利用権を設定す

る農用地、太良庄、田４筆、４，４７４㎡。内訳につきましては、太良庄第１３

号２９、９４７㎡、太良庄第１３号３０、６６７㎡、太良庄第２３号６、１，２

６６㎡、太良庄第７０号２、１，５９４㎡となっております。  

 賃借料につきましては全て使用貸借権、つまり０円となっております。  

 今回集積する農地は、耕作者の高齢のため離農したいということで貸し出しの

申し出があったものです。  

 Ａ３横長の図面をごらんください。赤色で塗りつぶしたのが今回の対象農地で、

黄色は平成２７年度に太良庄農産に集積されたのが一緒に載っているのです。  

 なお、この太良庄第２３号６番地と７番地は２筆になっておりますが、これは

実際は１枚の田んぼでして、いずれもこの山本光子さんがこれまで耕作されてお

りました。  

 あと要件の確認ですが、農業経営基盤強化法第１８条第３項では、農用地の全
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てを効率的に利用して耕作すること、農作業に常時従事することとありますが、

相対の貸し借りにつきましては、ふくい農林水産支援センターはこの要件の例外

が適用されることになっておることから、農用地利用集積計画の要件を満たすも

のと考えます。  

 なお、この後、配分というのが出てきますが、後ほどの議案でご説明させてい

ただきます。  

 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１０号  小浜市

農用地利用集積計画の承認については、原案どおり決定させていただきます。  

 続きまして、議案第１１号  小浜市農用地利用配分計画案の意見聴取について

を上程いたします。事務局の説明をお願いします。  

【事務局】  それでは、続きまして議案第１１号  小浜市農用地利用配分計画案

の意見聴取についてをご説明させていただきます。  

 農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条の規定に基づき、ふくい農林水

産支援センターより、農用地利用配分計画案の作成依頼があったことから、下記

の小浜市農用地利用配分計画案を作成するにあたり、農業委員会の意見を求める

ということで、別紙の「農用地利用配分計画案」と「小浜市農用地利用配分計画

一覧表」をごらんください。  

 ご説明させていただきます。  

 利用権の設定を受ける者、農事組合法人太良庄農産、利用権の設定を行う者、

公益社団法人ふくい農林水産支援センター。利用権を設定する農用地、太良庄、

現況地目は田５筆、合計５，７６２㎡。始期につきましては、２０１８年１月１

日、平成３０年です。終期が２０２７年１２月３１日、平成３９年です。期間は

１０年で使用貸借権、賃借料は１反当たり０円となっております。  

 ５筆の内訳につきましては、先ほどの議案で説明させてもらったとおりの田ん

ぼでございます。  

 今回集積を行う農地につきましては、先ほどの議案第１０号でご説明いたしま
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したとおり、耕作者の離農によるものです。  

 なお、平成２７年度に農地中間管理事業を活用して既に太良庄農産へ約２．６

ｈａが集積されています。太良庄農産は農業機械等の装備も十分にあり、労働力

もありますし、認定農業者でもありますので問題ないと判断しております。  

 図面は先ほどのやつと同様となっております。  

 今回のような農地中間管理機構に預けるのは、ふくい農林水産支援センターと

いうのは福井県の農地中間管機構になるのですが、そこに集積する場合はまず農

業委員会において集積計画を承認していただいた後に、今度はその農地を配分す

る配分計画の意見を求めて、県で承認されるというような流れになっております。

来月はちょっと出てこないかもしれないですけども、１０月にかなりの量がまた

出てくると予想されますので、よろしくお願いしたいと思います。  

 以上でございます。  

【議長】   ありがとうございます。  

 これにつきまして、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】   ありがとうございます。挙手全員ですので、議案第１１号  小浜市

農用地利用配分計画案の意見聴取については、原案どおり決定させていただきま

す。全て異議なしとさせていただきます。  

 これで全ての議案を終了いたしました。それでは、事務局の報告をお願いしま

す。  

【事務局】   来月の日程でございます、９月２６日火曜日、午前９時から現地

調査を予定しております。５番赤尾委員、６番松井委員、よろしくお願いします。  

 ９月２８日木曜日、午後１時半から第４回農業委員会を予定しておりますので、

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】  ありがとうございます。  

 他にないようでしたら以上をもちまして、第３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。  

 

 


