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と   き       平成３０ 年１月２ ６ 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  

１番  玉井絢子  ２番  橋詰忠和   

４番  松尾志信   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  

５番  赤尾裕子    

   

 

  遅刻委員  

３番  福永吉孝  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３０年１月２ ６ 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８ 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２４号  農地法第３条の規定による許可申請について  

議案第２５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２６号  小浜市農用地利用集積計画の承認について  

議案第２７号  小浜市農用地利用配分計画案の意見聴取について  

報告第  ４号  相続等の届出による受理通知書の発行について  
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【議長】   皆さん、どうもご苦労さまでございます。ただいまから第８回小浜   

市農業委員会を開催させていただきたいと思います。ちょっと遅れる方もおられ

るようですが、始めさせていただきたいと思います。  

【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。 １番、

玉井委員は所要のため遅刻ということでお聞きしております。  

（平成３０年１月農業委員会活動報告）  

【議長】   ありがとうございます。  

 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６番  松井委員、７番  山

本委員を指名いたします。  

 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２４号  農地法第３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２４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。  

 議案書のほう、おめくりください。番号１、申請内容は所有権移転。申請者、

譲渡人、石川県○○・○○、○○。譲受人、小浜市○○、○○（持分２分の１）、

○○（持分２分の１）。  

 申請土地の表示、６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。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。解除条件はございません。  

 次のページをご覧ください。  

 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、○○地区の下限面積○○ａ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○○と一緒に耕作す
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るとのことでございます。  

 譲渡人と譲受人は親戚でして、相続の際に農地を所有することになった譲渡人

から、実際にその農地を耕作している譲受人に所有権移転をしたいとのことでご

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、現地調査委員の報告をお願いいたします。  

【４番委員】   今週２４日に５番委員と、それから私と事務局の４名で現地調

査のほうに行ってまいりました。  

 この３条の案件でございますけれども、大きく３カ所に分かれております。こ

こが○○ですね。○○の集落がございます。○○線がこれですね。○○線がこう

走っております。こちらのほうが国道○号ということでございまして、一番○○

側というか、○○をちょっと離れるんですけども、ここに４筆ですね。あと、１

筆１筆ということになってございます。  

 現地を確認させていただきましたところ、全てこういった形できれいに農地と

して管理をされております。聞くところによりますと、譲受人が今現在、耕作を

しているということで、今後も所有権を移転された後も、そのまま引き続き耕作

をされるということを伺いましたので、問題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した。それでは、何かご意見がございましたら

お願いいたします。ご意見ございませんか。  

（「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２４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２５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。事務局の説明をお願いいたします。  

【事務局】   議案第２５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。１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○○、○○。  
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 申請土地の表示、所在・地番、○○・○○、○○・○○、地目はそれぞれ登記、

畑、現況、宅地、登記、田、現況、田一部宅地。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、納屋建築、車庫整備。  

 事業又は施設の概要としまして、住宅１戸分  ○○㎡、納屋１棟分○○㎡、車

庫１棟分○○㎡。  

 本申請は、使用借人の○○氏が母である○○氏所有の農地に住宅を建築するも

ので、現在借家暮らしをしている使用借人夫婦と子どもが住むために転用するも

のでございます。  

 なお、申請地は昭和○年○月に農業用納屋と車庫が建築され、また平成○年○

月に隣接地にあります使用貸人住宅用の通路として、一部を埋め立ててしまって

いることから始末書を提出させております。今回、転用して新たに建築するのは

住宅部分でして、既存の農業用納屋と車庫については取り壊さずに追認申請とい

う形になります。  

 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。周辺の地域に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と考えられるため、転用可能と判断しており

ます。  

 以上でございます。  

【議長】   ありがとうございます。  

 続きまして、現地調査員の報告をお願いいたします。  

【４番委員】   ５条案件でございます。ここに○○橋がございます。ちょうど

○○の集落の真ん中ぐらいですね。この○○に面したところにございます。  

 こちら側が○○になるわけなんですけれども、ここが○○さんの敷地というこ

とで、裏には住宅が建っているということでございます。対象になるこの２筆な

んですけれども、そのうちの１筆については、既に舗装がされている。もう１筆

については、ここについては畑を耕作していらっしゃる、今でも耕作をしていら

っしゃる形跡があるんですけれども、奥のほうに納屋とその向こうに車庫が建っ

ているというような形でございます。  

 近隣も畑ではございますけれども、埋め立てして住宅が建っても特に近隣に対

する影響もないかというふうに思われますので、問題はないかなというふうに判
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断をいたしております。  

 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、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】   ありがとうございます。挙手全員ですので、議案第２５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２６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いたします。  

【事務局】   それでは、議案の説明をさせていただきます。  

 議案２６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、又は、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）をご覧ください。  

 両面含めまして全部で１９ページありますが、全て農地中間管理事業でして、

地域については国富となっております。この内容を一覧にしたのが、一緒にお付

けしております平成２９年度小浜市農用地利用集積計画一覧表になります。  

 なお、一覧は概要、議案は詳細としております。  

 今回集積されるのは全て田で１６４筆、面積が２８万７，２０４㎡です。件数

は３３件、対象者も３３名です。  

 なお、府中地籍の田が２筆、７，７８９㎡含まれておりますが、従前より農事

組合法人国富が地主からの依頼により耕作している農地であるため、今回の分に

ついては国富地域というふうにさせていただいております。  

 一覧表で説明させていただきます。  
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 貸借期間については、平成３０年３月３１日から平成４０年３月３１日の１０

年間となっております。また、賃借料ですが、全てが使用貸借権、つまりゼロ円

となっております。  

 なお、一覧表の一番右端の欄の内容につきましては、全て「新規」となってお

りますが、ほとんどはこれまで農事組合法人国富または個人の担い手などが利用

権を設定していた農地でして、今回新たな設定となる農地は、９筆、面積は１万

１，１０２㎡のみとなり、内訳につきましては、番号６、上原修二さんの５筆の

うち２筆、面積は２，１３５㎡、番号２１、平田幸男さんの７筆全て、面積は８，

９６７㎡です。  

 なお今後、この地域の農地については、段階的に農地中間管理権を設定してい

く見込みとなっております。  

 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、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。  

 配分につきましては、後の議案のほうでご説明をさせていただきます。  

 以上、よろしくお願いします。  

【議長】   はい、ありがとうございます。  

 それでは、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。挙手全員ですので原案どおり決定させてい

ただき、議案第２６号  小浜市農用地利用集積計画の承認については、全て「異

議なし」とさせていただきます。  

 続きまして、議案第２７号  小浜市農用地利用配分計画案の意見聴取について

を上程いたしますが、３番委員に関する申請が含まれているため、小浜市農業規

則第１０条の規定により、当事者は議事に参与することができないことになって

おります。３番委員については審議前に退出をお願いいたします。  

 事務局の説明をお願いいたします。  

【事務局】   それでは、議案第２７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。  
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 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、福井農林水

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当たり、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

をご覧ください。  

 集積計画書と同じく量が多いので、計画一覧表のほうで説明させていただきま

す。  

 ご覧いただきますと分かるんですけども、配分先は全て農事組合法人国富とな

っており、地目は田、筆数が１６４筆、面積が２８万７，２０４㎡です。利用権

の設定期間につきましては、平成３０年３月３１日から平成４０年３月３１日の

１０年間となっております。  

 また、賃借料ですが、全てが使用貸借権ゼロ円となります。  

 先ほど集積計画のときにも申し上げましたが、今後、この地域の農地について

は、段階的に農地中間管理権を設定していく見込みです。受け手となる農事組合

法人国富は、農業機械等の装備も十分にあり、労働力もありますので問題ないと

判断しており、よってこのような配分するという計画で提示をさせていただいて

おります。  

 配分後の状況をお手元の図面で説明しますので、Ａ３の横長なんですけど、ご

覧ください。  

 今回、新たに農事組合法人国富に配分される農地は黄色、既に農事組合法人国

富が相対の利用権を設定している農地が青色、その他、個人の担い手が相対の利

用権を設定している農地が水色、それから平成２８年度に既に農事組合法人国富

に配分されている農地が緑色に着色されている部分です。今後集積が拡大される

農地は主に青色の農地であると思われますが、今回も一部は個人の担い手が利用

権を有していた農地も集積していることから、次回についても他の担い手との調

整により集約化が図られるものと考えております。  

 以上、農用地利用配分計画案のご説明とさせていただきます。よろしくお願い

します。  

【議長】  ありがとうございます。  

 ３番委員さん、何か補足することがあれば。  

【３番委員】   特にございません。  

【議長】   それでは、審議を行いますので、３番委員は退室をしてください。  
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（３番委員退室）  

【議長】   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。挙手全員ですので原案どおり決定させてい

ただき、議案第２７号  小浜市農用地利用配分計画案の意見聴取については、全

て異議なしとさせていただきます。  

 ３番委員は入室してください。  

（３番委員入室）  

【議長】   ありがとうございました。  

 続きまして、報告第４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、事務局より報告をお願いします。  

【事務局】   報告第４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ておりますので報告いたします。全部で７件ございます。  

 番号１、氏名、○○。住所、小浜市○○。所在・地番、小浜市○○ほか５筆。

地目は登記が田ほか、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件となっております。  

 以上でございます。  

【議長】   これで全ての議案を終了しました。事務局から何かありませんか。  

【事務局】   来月の日程でございますけれども、２月２３日金曜日午前９時か

ら現地調査を予定しております。６番  松井委員、７番  山本委員、よろしくお

願いします。  

 ２８日に市議会がございまして、その関係で事務局が対応できなくなってしま

いますので、大変申し訳ないのですが、２７日火曜日の午前９時から、第９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。  

 もしご都合が悪い方がいらっしゃれば、また事務局までお伝えください。よろ

しくお願いします。  

 以上です。  

【議長】   そのほか何かございませんか。他にないようでしたら以上をもちま
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して、第８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。  

 


