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と   き       平成３０ 年２月２ ７ 日（火）午前９ 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  ３番  福永吉孝  

４番  松尾志信  ５番  赤尾裕子   

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  

６番  松井和幸    

   

 

  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３０年２月 ２ ７日（火）午前９ 時３０分小浜市役 所３階３０２

会議室において、 第 ９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２８号  農地法第３条の規定による許可申請について  

議案第２９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３０号  小浜市農用地利用集積計画の承認について  

議案第３１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  ５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  ６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、おはようございます。定刻の時間にちょっとまだ早いですけ

ど、皆さんおそろいですので、ただいまから第９回の農業委員会を開催をさせてい

ただきたいと思います。  

 今日は、農地法３条、それから５条、それから利用集積計画、農地利用配分計画

というふうに議案を出させていただいておりますので、慎重審議をよろしくお願い

したいと思います。挨拶にかえさせていただきます。  

 それでは、事務局から。  

【事務局】   報告させていただきます。  

（平成３０年１月農業委員会活動報告）  

 本日の欠席者ですが、６番松井委員が所用のため欠席ということでお伺いをして

おります。以上です。   

【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る前に、小浜市農業委員会規則第１３条規定

により、本日の会議の議事録署名人として８番  東委員、９番  岡田委員を指名い

たします。  

 なお、現地調査委員は、６番  松井委員、７番  山本委員でした。  

 それでは、議案第２８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

しますが、○番  ○○委員に関連する推薦が含まれているため、小浜市農業委員会

規則第１２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

おりますので、○番委員については、審議前に退室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】   議案第２８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。２件ございますが、番号１と番号２は関連があり、権利を

受ける側はいずれも○○ですが、申請内容が賃借権設定の筆と所有権移転の筆があ

るため、議案を２つに分けております。それでは説明させていただきます。  

 番号１、申請内容は賃借権設定。申請者、貸人、小浜市○○、○○、小浜市○○、

○○、小浜市○○、○○、小浜市○○、○○、小浜市○○、○○、小浜市○○、○

○。借人、小浜市○○、○○。  

 申請土地の表示、１１筆ございます。所在・地番、○○・○○、○○・○○、○

○・○○、○○・○○、○○・○○、○○・○○、○○・○○、○○・○○、○○・

○○、○○・○○、○○・○○。地目はそれぞれ登記が田、現況が畑となっており

ます。面積がそれぞれ○○㎡、○○㎡、○○㎡、○○㎡、○○㎡、○○㎡、○○㎡、

○○㎡、○○㎡、○○㎡、○○㎡。  
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 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ます。借人の営農状況ですが、自作地、借入地、貸付地いずれ

もありません。作付作物は○○になります。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、導入予定のものがそれぞれ軽トラック〇台、リフト〇台。

解除条件はありません。  

 次のページをご覧ください。番号１の調査書となっております。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、借人が耕作の事業に供すべき農地は、○○地区の下限面積○○アールを超

えます。また、第２項第７号、申請地は現在、○○でございまして、完成後、借人

は耕作を行う計画でございます。  

 続きまして、番号２に移ります。前のページの議案書にお戻りください。  

 申請内容は所有権移転。申請者、譲渡人、三方上中郡若狭町○○、○○。譲受人、

小浜市○○、○○。  

 申請土地の表示、１筆ございます。所在・地番、○○・○○。地目は登記が田、

現況が畑となっております。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、借入地、貸付地いずれもありません。作付作物は○○。

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、導入予定のものがそ

れぞれ軽トラック〇台、リフト〇台。解除条件はございません。  

 議案書２枚おめくりください。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、下限面積です

が、譲受人が耕作の事業に供すべき農地は、番号１の農地と併せて○○地区の下限

面積○○アールを超えます。また、第２項第７号、申請地は現在、○○であり、完

成後、譲受人は耕作を行う計画です。  

 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、現地調査委員の報告をお願いいたします。  

【７番委員】   おはようございます。  

 それでは、２月２３日に７番委員と現地調査に行ってまいりました。ご報告させ

ていただきます。  
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 こちら小浜市から国道○○号線を○○方面に曲がりまして、大体１００メーター

ほどですかね、行ったところにすぐ左手でございました。その中で、今この１カ所

を除いては借りるということなんですけども、この１カ所は持ち主の方が売買契約

したいということで、○○のほうで買い付けをされるということでした。  

 夏までには栽培が始まるのかなということでした。周りの田んぼや畑に対しても、

しっかりと用水等も整備されておったので、こちらは問題ないというふうに判断さ

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。それでは、○番委員より補足説明があれば。

ないですか。  

【〇番委員】   はい。  

【議長】  それでは、審議を行いますので、〇番委員は退室をお願いいたします。  

（○番委員退室）  

【議長】   何かございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

【議長】   ご意見ないようですので、異議のない方の挙手をお願いいたします。  

（全員挙手）  

【議長】   はい、ありがとうございます。挙手全員ですので、議案第２８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。 

 ○番委員は入室をお願いいたします。  

（○番委員入室）  

【議長】   それでは、続きまして、議案第２９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、○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。○番委員について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】  議案第２９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○○、○○。  

 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○○㎡及び○○㎡。利用状況は水稲。１反当たりの収穫高は４
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８０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

振興地域内農用地区域外です。  

 転用目的としまして、農作業場建築並びに農機具倉庫建築。事業または施設の概

要としまして、農作業場〇棟分○○㎡、農機具倉庫○棟分○○㎡。  

 本申請は、○○氏が、現在ばらばらになってございます農機具置場を集約して１

カ所にまとめ、また現在自宅横の倉庫に設置している○○を移設するために転用す

るものでございます。  

 農器具庫には、トラクター○台、コンバイン○台、田植機○台の収納を行い、ま

た、外には積載車○台、軽トラ○台を置く予定でございます。  

 農作業場には、○○を設置する予定です。自宅横の○○に使用していた空いた倉

庫につきましては、○○の出荷調整作業場として利用する計画とのことです。  

 申請地は都市計画区域内で用途指定されており、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】   はい、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。  

【７番委員】   改めて当日２月２３日に調査してまいりました。こちら国道○○

号線○○地区にあります、今ここが○○さんですね。そのちょうど後ろにあります。

こちら○○さんのご親戚の方のお住まいだということで、その後ろにある田んぼな

んですけれども、周りもしっかり整備されていまして、こちらは特に問題ないと判

断させていただきました。ここにいろんな農機具等を集積させて、また新たな事業

展開されるということなので、ぜひぜひ頑張っていただきたいなということもあり

まして、僕らも見習いたいと思います。  

 以上です。  

【議長】   はい、ありがとうございました。  

 ○番委員さんで何か補足説明があれば。  

【○番委員】   今まで使っている作業小屋を、今度から○○を増やしていかなん

とあかんようになりましたもんで、作業場がないもんで、そのためにあちらにと考

えたんです。  

【議長】   ありがとうございます。  

 それでは、審議を行いますので、退室のほうを願います。  

（○番委員退室）  
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【議長】  それでは、ご審議をお願いいたします。何かご意見等ございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

【議長】   それでは、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】   はい、ありがとうございます。挙手全員ですので、議案第２９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。○番委員は入室をお願いいたします。  

（○番委員入室）  

【議長】   続きまして、議案第３０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が、２番委員、３番委員、５番委員、９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。２番委員、３番委員、５番

委員、９番委員については審議前に退室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、議案の説明をさせていただきます。  

 議案３０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、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をご覧ください。  

 ホッチキス止めしたちょっと厚みのあるやつなんですが、両面含めて全部で１４

ページありますが、１ページから１１ページまでが中間管理事業ではない相対の賃

借のものになります。それから、１２ページから１４ページまでが農地中間管理事

業でして、地域については堅海と松永となっております。この内容を一覧にしたの

が、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、一覧表は概

要、議案は詳細としております。  

 一覧表の方でご説明させていただきます。  

 まず相対賃借のほうなんですけども、こちら全部で７９筆、１２万５００．９１

㎡、件数は２２件、対象者も２２名です。内訳は内外海地区で８筆、面積が１，３
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０４．９１㎡、１件、１名、国富地区が５１筆、１０万４７１㎡、１５件、１５名、

遠敷地区が３筆、３，７０２㎡、１件、１名、今富地区が１５筆、１万１，４７５

㎡、４件、４名、口名田地区が２筆、３，５４８㎡、１件、１名となっております。

賃貸借期間および賃借料につきましては記載のとおりです。  

 続きまして、中間管理事業による集積計画の一覧をご覧ください。今回集積され

るのは、全て田で１４筆、面積が１万２，２１３㎡、件数は７件、対象者も７名で

す。内訳につきましては、堅海地域が１２筆、１万１，３３８㎡、件数は６件、対

象者も６名、松永地域が２筆、８７５㎡、１件、１名です。なお、堅海地域で集積

される農地は、現在は全て休耕田ですが、６月から計画されている若狭牛の放牧予

定地となります。  

 貸借期間については、堅海地域の分が平成３０年５月１日から平成４５年４月３

０日までの１５年間で、松永地域の分が平成３０年５月１日から平成４０年４月３

０日までの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０円となっております。  

 なお、今回の集積は全て新規となっております。  

 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、審議を行いたいと思いますが、まず２番委員関連について審議を行い

ますので、２番  橋詰委員については退室をお願いいたします。  

（２番委員退室）  

【議長】   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】   はい、ありがとうございます。挙手全員ですので、２番委員に関連す

る内容については原案どおり決定させていただきます。２番委員は入室をお願いい

たします。  
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（２番委員入室）  

【議長】  はい、ありがとうございます。続きまして、３番委員の関連について、

福永さんのことについて審議を行いますので、退室をお願いしたいと思います。  

（３番委員退室）  

【議長】   それでは、ご審議願います。何かご質問等ございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

【議長】   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、３番委員に関連す

る内容については原案どおり決定させていただきます。３番委員は入室をお願いい

たします。  

（３番委員入室）  

【議長】   はい、ありがとうございます。続きまして、５番委員についての審議

を行いますので、５番委員は退室をお願いしたいと思います。  

（５番委員退室）  

【議長】   それでは、ご審議願います。何かご質問等ございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

【議長】   それでは、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、５番委員に関連す

る内容については原案どおり決定させていただきます。５番委員は入室をお願いい

たします。  

（５番委員入室）  

【議長】   はい、ありがとうございます。続きまして、９番委員の審議を行いま

すので、９番委員は退室をお願いいたします。  

（９番委員退室）  

【議長】   それでは、何かご質問等ございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

【議長】   それでは、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】   はい、ありがとうございます。挙手全員ですので、９番委員に関連す
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る内容については原案どおり決定させていただきます。９番委員は入室をお願いい

たします。  

（９番委員入室）  

【議長】   はい、ありがとうございます。それでは、残る内容についてご審議を

お願いいたします。何か残る分についてご質問等ございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

【議長】   それでは、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】   はい、ありがとうございます。挙手全員ですので、原案どおり決定と

させていただき、議案第３０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３１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、１０番委員、私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ので、私自身の審議については、審議前に岡田委員さんに議

事を代理していただくことといたします。  

 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３１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。  

 先ほどの集積計画と同じく、計画一覧表のほうで説明をさせていただきます。  

 配分先は、堅海が農事組合法人千石の郷、地目は田、筆数が１２筆、面積は   １

１，３３８㎡、松永の配分先は株式会社永耕農産、地目は田、筆数が２筆、面積は

８７５㎡です。利用権の設定期間につきましては、千石の郷が平成３０年５月１日

から平成４５年４月３０日の１５年間、永耕農産が平成３０年５月１日から平成４

０年４月３０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、０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、堅海の今回の集積農地では放牧を
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行う予定となっております。  

 配分後の状況をお手元の図面で説明をしますのでご覧ください。Ａ３の横長のも

のです。  

 まず初めに堅海のほうですが、今回新たに千石の郷に配分される農地は緑色、既

に集積されている農地が黄色に着色されている部分です。この緑色の部分で放牧を

行う予定なんですが、ここは全て休耕田となっており、山際ということで、獣害対

策のほうも含めてこちらで放牧をするというふうに聞いております。  

 ２枚目ですね。松永のほうの図面をご覧ください。  

 今回、永耕農産に配分される農地は、集落内にある緑色で着色された部分です。

黄色に着色されている農地は既に集積されている農地です。ちょっとこの図面では

なかなかわかりにくいかもしれないんですけども、北側に国道２７号線、南側に松

永小学校があります。集落外の農地ということです。  

 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】   はい、ありがとうございます。では、９番委員にかわっていただきま

す。  

（１０番委員退室）  

【議長代理（９番委員）】  それでは、会長に関する案件でございますので、議事

を進めさせていただきます。よろしくお願いいたします。もう出ていただきました

んで。それでは、審議をお願いいたします。ご意見ございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

【議長代理】   ないようでしたら、ご異議のない方の挙手を求めます。  

（全員挙手）  

【議長代理】   はい、挙手全員でございます。それでは、１０番委員に関する案

件つきましては、原案どおり可決させていただきます。１０番委員は入ってくださ

い。お願いします。  

（１０番委員入室）  

【議長】  ありがとうございました。それでは、残る内容についてご審議をお願い

いたします。何かご意見等ございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

【議長】   それでは、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。  
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（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、残りの案件につい

て原案どおりと決定させていただき、議案第３１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。  

 続きまして、報告第５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５号、農地改良（盛土）工事届による受理通知書の発行につ

きまして、報告させていただきます。下記の農地について、農地改良（盛土）届が

提出され、受理通知書を発行したので報告します。１件ございます。  

 番号１、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○○  田  ○○㎡、小浜市○○  田  ○

○㎡。  

 工事理由としまして、高低差のある隣接する田の間に昇降路を設けるために、田

の一部を掘削し、かさ上げを行いたいとのことです。工事計画概要としまして、一

方の田の掘削土を利用し、もう一方の田のかさ上げを行う。工事期間としましては

平成○○年○○月○○日までとのことです。  

 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、報告第６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しま

す。  

【事務局】   報告第６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８

件ございます。  

 番号１、氏名、○○。住所、小浜市○○。所在・地番、小浜市○○他○筆。地目

は登記が田ほか、現況は田ほかとなってございます。合計面積が○○㎡。ほか、以

下の７件となってございます。  

 以上でございます。  

【議長】  はい、ありがとうございます。これで全ての議案を終了いたしました。

その他でございますが、何かございましたらお願いいたします。  

【議長】   ないようでしたら、来月の日程を。  

【事務局】   来月の日程でございますけれども、３月２６日午前９時から現地調
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査を予定しております。８番  東委員、９番  岡田委員、よろしくお願いします。  

 ３月２８日水曜日午後１時半から第１０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。３月２８日は農業委員会の後に農地利用最

適化推進協議会の全体会も予定しておりますので、午後の予定もよろしくお願いい

たします。  

 以上です。  

【議長】   はい、ありがとうございます。その他で何かもうございませんか。な

いようでしたら、第９回農業委員会を終了させていただきます。どうもありがとう

ございました。  

 


