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第２１回小浜市農業委員会議事録 
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と   き       平 成 ３ １ 年 ２ 月 ２ ８ 日 （ 木 ） 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  

 ２番  橋詰忠和  ３番  福永吉孝  

 ５番  赤尾裕子  ６番  松井和幸  

７番  山本聡   ９番  岡田昌樹  

１０番  西田尚夫    

 

   欠 席 委 員  

１番  玉井絢子  ４番  松尾志信  ８番  東清俊  

   

 

   遅 刻 委 員  

   

   

 

出 席 事 務 局    阪本事務局長、領 家 Ｇ Ｌ 、 奥 村 主 査 、  

       赤 崎 主 査 、 宮 本 主 査  

 

平 成 ３ １ 年 ２ 月 ２ ８ 日 （ 木 ） 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 ２ １ 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８０号  農地法第３条の規定による許可申請について  

議案第８１号  農地法第４条の規定による許可申請について  

議案第８２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８３号  現況証明申請について  

議案第８４号  小浜農業振興地域整備計画の変更について  

議案第８５号  小浜市農用地利用集積計画の承認について  

議案第８６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】   皆さん、こんにちは。大変、お忙しい中第２１回の小浜市農業委員会

に出席いただきまして、ありがとうございます。それでは、事務局より報告をお願

いします。  

（平成３１年１月農業委員会活動報告）  

【議長】   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１

３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

委員を指名致します。なお、現地調査委員は、３番  福永委員、４番  松尾委員で

した。それでは、『議案第８０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８０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。全部で３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、○○・○○、

○○・○○、○○・○○。地目はそれぞれ登記、田、田、田、現況、田、畑、畑と

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、許可あり次第すみ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○○㎡。作付作物は水稲および野菜。

労働力の確保としまして〇名。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、耕うん機〇台。解除条件はありません。  

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、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。本申請はお父さんの○○さんから息子さんの○○さんに一部の農地の所

有権を移転するものです。申請地は家族ぐるみですでに耕作がされており、引き続

き耕作を行うとのことです。  

続きまして、議案にお戻りください。番号２と番号３は関連があるため、一括し

て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、敦賀市○○、○○。譲受人、

小浜市○○、○○。  

申請土地の表示、１筆ございます。所在・地番、○○・○○。地目はそれぞれ登

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



 －4－ 

うとする契約の内容としまして、許可あり次第すみ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○○㎡。作付作物は野菜。労働力の確保としまし

て〇名。所有している機械等はありません。解除条件もありません。○○地区の下

限面積が○○となっており、番号３の使用貸借権の設定を合せて下限面積がクリア

できるため、同時許可が必要となります。  

番号３、申請内容は使用貸借権設定。申請者、使用貸人、小浜市○○、○○。使

用借人、小浜市○○、○○。  

申請土地の表示、１筆ございます。所在・地番、○○・○○。地目はそれぞれ登

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、許可あり次第すみ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○○㎡。作付作物は野菜。労働力の確保としまし

て〇名。所有している機械等はありません。解除条件もありません。備考としまし

て、下限面積をクリアするため番号２と同時許可が必要になります。  

議案書を２ページおめくりください。次のページとあわせて番号２と番号３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、譲受人、使用借人が耕作の事業に

供すべき農地は、番号２と番号３の同時許可で○○地区の下限面積○○ａを超えま

す。  

説明は以上でございます。  

【議長】   続きまして、現地調査委員の報告を求めます。  

【３番委員】   先日、４番委員と事務局と４人で現地調査に行って参りました。

１件目ですが、○○の○○の道から、○○から入ったところにあります。こちらは

水田と畑をしておられます。そのまま、水田と畑をされるということですので、問

題はないと考えました。  

それからもう１件、飯盛の奥まったところです。こちらも地目は田ですけれども、

すでに畑とされているようです。これも別段、問題はないと考えました。  

【議長】   ありがとうございました。それではご審議願います。ご意見などござ

いませんか。  

【９番委員】   申し訳ないのですけれども、１番は親子だと思うのですが、通常

だと相続なりというところだと思うのですが、相続だと３条の申請はいらないので

すか。  
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【事務局】   相続だといらないことになっていて、生前に所有権を移転する場合

は３条申請が必用になります。  

【９番委員】   ３件目のやつは、普通、耕作するのだと、利用権設定が使われる

んやけど、これ使用貸借権なので、具体的な違いは、わかる範囲で。  

【事務局】   ０円の場合は使用貸借という貸し借りになります。  

【９番委員】   利用権も０円があるけれど。  

【事務局】   利用権は０円でも２，０００円でも５，０００円でもいいです。農

地法とは別の法律に基づいて行います。  

【９番委員】   民法の方の。  

【事務局】   そういうところの使用貸借権や賃借権等があって、使用貸借権とい

うのは一般的に０円での貸し借りと考えていただければ。  

 以前は農地法で売買も貸し借りも３条しかなかった。３条の場合、解約しないと、

期限が来ても永続的に権利が続いてしまうので、農地をとられてしまうという意識

が強かったので、農地の流動化のために、経営基盤強化法が出来て、今の利用権、

貸し借りが行われるようになりました。ただ、貸し借りの場合は、年２回ぐらいし

かタイミングがないので、今は農地を取られるとか皆さん気にしなくなったので、

３条で出される方も出てきました。  

【９番委員】   農地法を見ると、所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借の

とき、と書かれてある。  

【事務局】  利用権というのは、民法等に書かれているいろんな権利ではなくて、

あくまでも農業経営基盤強化促進法で、農地法３条だと合意解約がないと戻ってこ

ないという中で、期間がきたらと自動的に戻ってくるものを農地政策を進める中で、

つくるべきだということで、基盤強化法上でできた概念が利用権です。使用貸借権

や所有権というのは民法の世界で、農地以外の世界でも共通して使われていること

なんです。  

【９番委員】   本来、これであるべき。  

【事務局】   本来、これであるべきとかではないんですが、一番基本の農地法３

条で権利を移動する際に、所有権があったり、永小作権があったり、使用貸借権が

あったり、それは農地と農地以外、全部同じですし。建物でも使用貸借権がありま

すし。利用権は民法の世界とは別の概念。どちらでもいいのですが、権利を移転す

るときは。  

【９番委員】   これは登記簿に載るのかな。  
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【事務局】   これは登記簿に載らないです。所有権移転をするときは、３条で所

有権も移転してしまいますが、使用貸借や賃借権については、載らないので、農業

委員会で把握、農地台帳に記載しておく。中間管理権も登記簿に載らないので、行

政書士とかもちょっと混乱しているところがあるのですけれど。転用しようとした

ら中間管理権が設定されていてという話で、解約の手続きが必要ということもあり

ます。  

【９番委員】   ありがとうございました。所有権移転の場合、下限面積があるや

ん。  

【事務局】   使用貸借の場合も下限面積が必要です。  

【９番委員】   相続の場合は、分割相続しても下限面積が必要ないというのは不

思議やね。今、問題になっているのは遠隔地におられる耕作をしない土地が不耕作

になっている傾向が多いけれども。本来、農地を守るべき法律でありながら、相続

の場合、そういった審査がないまま行ってしまう。  

【事務局】   そうなんです。農林水産省的にはそこをどうにかしたいという考え

はあるのですが、日本の法制度では財産権が非常に強いんです。それを覆すだけの

制度が出来ていない。持っているものを相続するというのが一番の基本なので、そ

れを取り上げるというのは、その農地政策上はしたいけれどもなかなかできないと

いうのが現実で。だから届け出をしてもらって何とか把握しているということで精

一杯やっているという状況です。  

【７番委員】   ○○のところで同じようなことで、法律とか、いろいろ難しいと

は思うのですが、同じ地域として、こうして欲しいとか、こちらで耕作する人を紹

介するとか、何かしらできないものですか。今回、５条で出ている農地で、相続後、

耕作されず放置されていた、相続しても地元にいないので、どれだけ迷惑をかけて

いるかがわからない。  

【事務局】   それが利用意向調査でして、毎年秋に行っている利用状況調査で、

初めて遊休農地化しているところについては、利用意向調査書を送っています。そ

この農地について、こういう風に管理しますと回答が来ます。もし、借り受けても

らえそうなところがあれば、農業委員会から農業者の方にも案内はするのですが、

今回の○○のような場所で、貸していいですよとなったとして、地元に案内しても

なかなか難しいかなという感触です。  

【議長】   他に何かございませんか。ないようですので、異議のない方の挙手を

願います。  
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（全員挙手）  

【議長】  挙手全員ですので、『議案第８０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８１号

 農地法第４条第１項の規定による許可申請について』を上程いたしますが、５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します。事務局の説明をお願いします。  

【事務局】  議案第８１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。２件ございます。  

番号１、申請者、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、面積がそれぞれ○○㎡、○○㎡。利用状況は水稲。１反当たりの収穫

高は４８０ｋｇ。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、共同住宅建築、貸駐車場整備。  

事業又は施設の概要としまして、共同住宅〇戸分、貸駐車場〇台分。  

申請地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、小浜市○○、○○。  

申請土地の表示、所在・地番、○○・○○。地目は登記、現況とも田、面積が○

○㎡。利用状況は不耕作。１反当たりの収穫高はありません。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、いわゆる農振地です。  

転用目的としまして、土砂置場整備。  

事業又は施設の概要としまして、土砂置場。  

備考としまして、一時転用申請。  

本申請は、当該地に国交省が行っている採掘された土砂を一時的に置くものです。

平成○○年より予定している○○のため、土砂を仮置きするものです。  

申請地は農振農用地の第１種農地に該当しますが、一時転用であるため転用可能

と判断しております。  

以上でございます。  

【議長】   続きまして、現地調査委員の報告を求めます。  

【３番委員】   １件目ですが、○○号線、○○の交差点に入りまして、○○の辺
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りから入られた辺りです。先ほども説明がありましたように、周りも綺麗に整備さ

れて周辺への影響もないと思いますので、適切と判断させていただきます。  

 次の件ですが、丁度、ここの真ん中あたりですが、この横の辺りはすでに水田で

ございませんし、今の説明でもありましたように、一時転用ですので、致し方ない

というか、適当と考えます。先々は畑をされる話もあるそうです。  

【議長】   ありがとうございます。それでは〇番委員関連について審議を行いま

すので、○番委員は退室してください。  

＜○番委員退室＞  

【議長】   それではご審議願います。何か、ご意見などございませんか。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】   挙手全員ですので、○番委員に関連する内容について原案どおり決定

とさせていただきます。〇番委員は入室してください。  

＜○番委員入室＞  

【議長】   それでは、残る内容についてご審議願います。何か、ご意見はござい

ませんか。  

【９番委員】   確認で、一時転用なので、土砂は入れるけれども、最終的には元

に戻すということなんやね。  

【事務局】   農地に戻すということです。以前、○○で○○さんも出た建設残土

を入れて、畑にするというところは一時転用で許可を出しているのですが。  

【議長】  工事の施工方法としては、ビニールシートでも敷いて土砂を置くのか、

作土をはねて土砂を置くのか、そのまま置くのか。  

【事務局】   そこについては、作土を剥いで、下に土砂を入れて、上に作土をの

せると、工法的には。誓約書も出ています。  

【９番委員】   わかりました。  

【議長】   他にご意見ございませんか。ないようですので、採決を行います。異

議のない方の挙手を願います。  

（全員挙手）  

【議長】   挙手全員ですので、残りの案件について原案どおり決定とさせていた

だき、『議案第８１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、全

て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８２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
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願いします。  

【事務局】  議案第８２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、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、

現況とも畑。面積がそれぞれ○○㎡、○○㎡。利用状況は不耕作。１反当たりの収

穫高はありません。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、住宅建築。  

事業又は施設の概要としまして、住宅１棟○○㎡。  

申請地は農業公共投資の対象となっていない集落内の狭小な農地でその他２種農

地に該当し、集落に居住する者の日常生活上必要な施設であるため、転用可能と判

断しております。  

番号２、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○○㎡。利用状況は不耕作。１反当たりの収穫高はありません。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、住宅建築。  

事業又は施設の概要としまして、住宅１棟○○㎡。  

申請地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３、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、所在・地番、○○・○○。地目はそれぞれ登記、現況とも田。

面積が○○㎡。利用状況は不耕作。１反当たりの収穫高はありません。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、駐車場整備。  

事業又は施設の概要としまして、駐車場○○台分。  

本申請は、○○を営む○○が、申請地の道路を挟んである○○を拡張するために、

現在ある駐車場を申請地に移転するために転用したいとのことです。  
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申請地は水管、下水管が埋設されている沿道の区域で、○○、○○の公共２施設

から５００ｍ以内の区域であるため第３種農地に該当し、転用可能と判断しており

ます。  

番号４、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、○○・○○。地目はそれぞれ登記、現況とも畑。

面積が○○㎡。利用状況は不耕作。１反当たりの収穫高はありません。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、駐車場整備。  

事業又は施設の概要としまして、駐車場〇台分。  

本申請は自宅用駐車場として〇台分の他、来客用の貸駐車場として〇台分を整備

するものでございます。  

申請地は農業公共投資の対象となっていない集落内の狭小な農地でその他２種農

地に該当し、集落に居住する者の日常生活上必要な施設であるため、転用可能と判

断しております。  

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、○○、○○。地目はそれぞれ登記は畑、現況は宅

地および道路。面積がそれぞれ○○㎡、○○㎡。利用状況は不耕作。１反当たりの

収穫高はありません。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、住宅建築。  

事業又は施設の概要としまして、住宅１棟○○㎡。  

備考としまして、譲渡人が平成○年に申請地の一部に転用許可なく仮設住宅を建

築したため始末書を提出させております。  

申請地は農業公共投資の対象となっていない集落内の狭小な農地でその他２種農

地に該当し、集落に居住する者の日常生活上必要な施設であるため、転用可能と判

断しております  

以上でございます。  

【議長】   続きまして、現地調査委員の報告を求めます。  

【３番委員】   １件目ですが、○○、○○の手前になります。丁度、○○の辺り

です。すでに宅地であったようで、ここはコンクリートで石段のようになっていま

す。なぜか、ここのエリアが転用されていないのに通路があったような状況です。

こことここの所が、今回の申請部分です。別段、周りは何もございませんし、問題
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ないと判断いたしました。  

 ２件目ですが、○○が出来たところの、水田になっているところの、なぜか真ん

中の一角がそうです。他の土地が狭いもので、これぐらいないと、ということです。

水路なども影響がないと思いますので、他の所への影響はないと判断しました。  

 ３件目ですが、○○、○○さんの会社の向かい側になります。別段、きちっとし

てもらえれば、問題ないと判断しました。  

 ４件目、○○の奥まったところで、非常に狭いところです。隣に家があるのです

が、居住されていないそうです。段差があるので、土地を上げるみたいです。細長

い狭いところですが、○○の駐車場という話もあるようで、別段、問題ないと判断

いたしました。  

 ５件目は、○○の川を入ったところになります。この辺、先ほどもありましたよ

うに、以前、宅地にしてしまったようで、改めて住宅を建築されるようです。周辺、

宅地ですので、問題ないと判断いたしました。以上です。  

【議長】   それではご審議願います。何かご意見ございませんか。  

【７番委員】   ３番目の○○さんですが、今、現在ある駐車場をこっちに持って

きて、今ある駐車場に何か建てるということですか。  

【事務局】  今ある建物を拡張したいということらしいです。そうすると、結局、

駐車場のスペースがなくなるので、地権者さんも放ったらかしで草ぼうぼうだった

ので、○○さんが地権者に駐車場にできないかと声をかけて、話が進んだようなの

ですが。  

【７番委員】   埋めてくれるのは大変、ありがたいのですが、○○の隣にまた建

物が建つので。  

【事務局】   確かに、建物が拡張すると、敷地内なのですが。○○農園さんの隣

なので。  

【７番委員】   駐車場の除雪が○○の方にきたり、よく○○の１０トントラック

が通学路を走るとかあるんです。余りにも背が高いと。  

【議長】   何の会社や。  

【７番委員】  ○○の会社で、基本的には地元での商売は全くやっていないので。  

【事務局】   物流倉庫なんですかね。  

【７番委員】   そうです。○○だけでなくて、廃工場とか潰れた会社を全部、中

抜きして、倉庫として使われているので。○○にあるのもそうですし。  

１番の○○㎡は○○㎡なんですか。  
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【事務局】   これは、おそらく○○を作った時に、もともとあった畑を切った残

地みたいです。  

【７番委員】   測量が間違っているとか。○○ｍに対して、○○㎡というのは。  

【事務局】   登記簿上は○○㎡になってまして、実際はもう少し大きい可能性が

あります。  

【議長】   他にありませんか。それでは、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】  挙手全員ですので、『議案第８２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８３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８３号、現況証明申請について、説明をさせていただきます。

２件ございます。  

番号１、申請者、小浜市○○、○○。申請土地の表示、○○・○○、○○・○○、

○○・○○、○○・○○、○○・○○。地目はそれぞれ登記が畑、現況が非農地と

なっております。面積がそれぞれ○○㎡、○○㎡、○○㎡、○○㎡、○○㎡。証明

を必要とする理由につきまして、平成○年に住宅を建築し、現在まで住宅敷地とし

て利用してきた。現況にあった地目に変更したいとのことです。  

続きまして、番号２、申請者、敦賀市○○、○○。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○○年に住宅を建築し、現在まで住宅敷地として利用し

てきた。現況にあ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】   続きまして、現地調査委員の報告を求めます。  

【３番委員】   １件目です。○○の集落の北側の端の辺り、形は大分歪な形にな

っています。資料の航空写真にもありましたように、この辺に建物があったようで

すが、割と最近撤去されたようです。このような状況ですので、現況通り、問題な

しと判断いたしました。  

 ２件目です。先ほどもこの方は出てきましたが、このような状況で、住んでおら

れないのですが、現況通り、認めざるを得ないと判断しました。以上です。  

【議長】   ありがとうございました。それではご審議願います。何か質問などご

ざいませんか。ないようですので、異議のない方の挙手を願います。  
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(全員挙手 ) 

【議長】  挙手全員ですので、『議案第８３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８４号  小浜農業振興地域整

備計画について』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８４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。  

３件ございます。  

 番号１、変更場所、小浜市○○、○○㎡、土地所有者、小浜市○○、○○、除外

理由は○○による○○の整備です。位置は○○の集落と道路を挟んだ向かい側、○

○の隣の農地となります。  

 ○○は、○○の一員として○○地区をはじめ、○○、○○等の○○を担当してい

ます。○○では、○○と考えられる場合には作業員が会社で待機していますが、現

在は会社から５カ所に分散して○○が保管されているため、作業を行う際には、○

○の道路を移動する必要があるため、作業員にとって肉体的・精神的に大きな負担

となるとともに、初動作業の遅れにもつながっています。  

 昨今、これまででは考えられないような、極端な天候が増えていることから、○

○時の初動作業の強化と効率化、加えて作業員の負担軽減のため、○○を整備した

いという申出が提出されています。  

 次のページ、現況写真をご覧いただきますとわかりますように、水稲が作付され

ています。こちらの農地は、農地中間管理機構を通して、○○が耕作をしています。  

 農地の種別も第１種農地に該当しますし、市内でも有数の優良農地であるため、

当然、農地として保全したい農地ですが、先ほどもご説明いたしました通り、○○

をはじめとしました地域住民の日常生活に深く関わりのある○○の整備であり、次

のページに配置図をお示ししていますように、その面積から集落内で用地を確保す

ることも難しく、他に代替えとなる土地もないことから、○○からも契約を解除す

ることに同意する旨の書面が提出されています。土地改良区、地元の合意も得られ

ていることから、除外はやむを得ないと考えられます。  

 番号２、変更場所、小浜市○○、○○㎡の内○○㎡、土地所有者、小浜市○○、

○○。除外理由は所有者の次男である○○氏の住宅建築です。  

 ○○氏は、現在、妻・子ども〇人で集落内にある家屋を第３者から借用して暮ら
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しています。こちらは築○○年が経過していますが、持ち主に当該家屋を譲り渡す

意向がないことから、老朽化が進んでいるにも関わらず、居住を続けるために必要

な改築・リフォームを行うことが難しい状況です。また、所有者の住宅には、長男

一家が居住する予定であるため、同居できるスペースはがありません。これらの状

況から、集落内で居住を続けるため、住宅を建築したい旨の申出が出ています。  

 位置は、地図でお示ししましたとおり、○○集落周辺の住居が点在している場所

となります。次のページに現況の写真をお示ししていますが、こちらは以前、地目

変更届が提出されており、現在、○○氏が畑として利用しています。また、その西

は隣接する地権者が農舎を、東は○○氏自身が農舎を建てています。なお、この北

の部分につきましては、○○氏が水稲を作付しています。次のページの配置図をご

覧いただきますとわかりますように、その水田に出入りするための通路は確保され

ています。  

 集落内で代替地を検討しましたが、他に代替えとなる土地がなく、土地改良区や

地元との合意もなされ、除外はやむを得ないと考えられます。  

 番号３、変更場所、小浜市○○、○○㎡の内○○㎡、土地所有者、小浜市○○、

○○、除外理由は所有者が代表取締役を務める○○の会社敷地の拡張による資材置

場の整備です。  

 位置は、地図でお示ししましたとおり、○○の南となります。申請地は、平成○

○年に○○氏が農地法第３条で農地として取得しています。○○氏は自宅のある上

田で〇の栽培を行い、ＪＡにも出荷しておいます。３条で農地を取得した際に、そ

の収穫した〇の選果場および農舎として、その一部を農振法上は軽微変更、農地法

上は制限除外が提出されているため、次のページのような現況となっています。な

お、残りの部分については、同時に畑として地目変更届が提出されています。  

 ○○は、平成○年に設立。平成○○年に現在地に移転しています。主に○○とし

て、○○、○○全般の販売・施工・メンテナンス等の事業を行っています。  

 ○○の従業員は、移転の時点では〇名でしたが、現在では〇名に増えており、取

引件数および売上高も当時と比べ、約〇倍に増加しています。このことから資材置

場と資材加工場が不足しており、その確保のため、次のページでお示ししています

ように、既存敷地を拡張し、拡張部分に資材置場を整備したいとの申し出がありま

した。  

 集落内で代替え地を検討しましたが、他に代替えとなる土地がなく、土地改良区

や地元との合意もなされていることから、除外はやむを得ないと考えられます。  
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 説明は以上でございます。  

【議長】   ありがとうございます。それではご審議願います。何かご意見ござい

ませんか。  

【９番委員】   １番目の○○㎡なんやけど。確かに、そこにいるというのはわか

ったんやけれど、土地改良してすぐにこんなことをするのは有りなんかというのと、

２番目は写真の右側は農舎が建っている。写真の奥の田んぼは○○さんの田んぼで

写真の奥にある道路から出入りできる。写真の奥に細い道があるやろ。  

【事務局】   道ではありません。Ｌ型擁壁が映っています。農舎と建設する建物

の間、写真の右側の砂利のところを通ります。  

【９番委員】   そこは、その土地の扱いは。申請地の中に入るん。ここはそのま

ま農振農用地で置いておくん。  

【２番委員】   農舎の部分と一緒で、置いておくんやろ。農作業小屋やし。  

【９番委員】  ３番目は写真に写っている建物が建っているところを指しておる。

すでに出来上がっているのを除外しようとする。  

【事務局】   写真でアスファルト舗装と倉庫が建っているところは、農業用施設

ということで、農舎の倉庫と選果場ということで以前、届け出が出ていまして、更

にその奥側にもう１つ小屋を建てるということで、空いているスペースは、屋外に

置いても大丈夫な資材を置くということで。  

 １件目の土地改良の件ですが、止むを得ず、農振除外できるのは、土地改良の完

了公告から８年が経過する必要があります。  

【９番委員】   わかりました。  

【議長】   ○○は山側にへばりついているのを１つにまとめようというのけ。今

の置いてあるのは、口の方まで出てこないといけないやんか。  

【事務局】   集落の奥にも〇カ所ほど置いてあるそうです。  

【議長】   他に何かございませんか。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】  挙手全員ですので、『議案第８４号  小浜農業振興地域整備計画につい

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８５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、３番委員、２番委

員、５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
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す。２番委員、３番委員、５番委員については審議前に退室をお願いします。事務

局の説明を求めます。  

【事務局】   議案第８５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３０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。先ほど、９番委員からありました農

地法３条でない貸し借りということになります。別添の農用地利用集積計画書（案）

をごらんください。  

 両面含めて全部で８ページありますが、１ページ目から７ページ目までが相対の

貸借で、８ページ目が中間管理事業となっています。この内容を一覧にしたのが、

平成３０年度小浜市農用地利用集積計画一覧表になります。一覧は概要、議案は詳

細としております。  

 一覧表の方で説明させていただきます。  

まず、相対の貸借ですが、全部で４３筆、７５，９００㎡、件数は１６件、対象

者は１６名で、内訳は雲浜、国富、遠敷、今富、加斗地区です。賃借料については

記載のとおりとなっております。  

続きましては、中間管理事業による集積計画についてですが、全体の集計値が全

て田で７筆、面積が５，０６６㎡、件数は３件、対象者は３名です。内訳ですが、

国富が３筆、１，７６９㎡、１件、対象者は１名、松永が１筆、１，２４０㎡、１

件で、対象者は１名、飯盛が３筆、２，０５７㎡、１件、対象者は１名となってお

ります。  

設定期間につきましては、飯盛のみ１５年８ヶ月で他は全て１０年となっており

ます。賃借料については、記載のとおり松永のみ設定されており、その他について

は、使用貸借権、つまり０円となっております。  

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、相対の

契約の者については、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。

また相対の貸し借りについても要件を満たすものと考えます。  
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続きまして、今回の農地中間管理事業による集積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。  

まず、国富をご覧ください。水色に塗られている農地がこれまでに集積した農地

で、ピンク色が今回の集積農地になっています。次に松永ですが、水色に塗られた

農地がこれまでに集積された農地で、ピンク色に塗られた農地が今回の集積農地と

なっております。最後に飯盛ですが、水色に塗られている農地がこれまでに集積し

た農地で、ピンク色が今回の集積農地です。なお、飯盛につきましては、農地中間

管理機構関連農地整備事業、いわゆる地元負担のない土地改良事業の対象範囲内に

なっておりますが、今回の３筆分は地権者が不在であったために手続きが完了して

いなかった農地でして、先月の農業委員会において所有権を移転した農地でござい

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。  

【議長】   ありがとうございます。それでは３番委員関連について審議を行いま

すので、３番委員は退室してください。  

＜３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】   挙手全員ですので、３番委員に関連する内容について原案どおり決定

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】   続きまして２番委員関連について審議を行いますので、２番委員は退

室してください。  

＜２番委員退室＞  

【議長】   それではご審議願います。何か、ご意見ございませんか。それでは、

異議のない方の挙手を願います。  

（全員挙手）  

【議長】   挙手全員ですので、２番委員に関連する内容について原案どおり決定

とさせていただきます。２番委員は入室してください。  

＜２番委員入室＞  

【議長】   続きまして５番委員関連について審議を行いますので、５番委員は退

室してください。  
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＜５番委員退室＞  

【議長】   それではご審議願います。何か、ご意見ございませんか。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】   挙手全員ですので、５番委員に関連する内容について原案どおり決定

とさせていただきます。５番委員は入室してください。  

＜５番委員入室＞  

【議長】   それでは、残る内容についてご審議願います。何か、ご意見ございま

せんか。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】   挙手全員ですので、残りの案件について原案どおり決定とさせていた

だき、『議案第８５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８６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、農事組合法人国富にかかる３番

委員（福永委員）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。３番委員については審議前に退室をお願いします。事務局の説明を求めます。  

【事務局】   議案第８６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覧ください。  

集積計画書と同じく、一覧の方で説明させていただきます。  

ご覧いただきますとわかるのですが、具体的にだれに配分をする予定かが地区別

に書かれております。まず国富の３筆ですが、配分先は○○となっています。松永

の１筆については、○○となっています。飯盛につきましては、全て○○となって

おります。  

いずれの方も、農業機械等の装備も労働力もありますし、問題ないと判断してお

り、よって、このように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。  

 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。  

【議長】   それでは３番委員関連について審議を行いますので、３番委員は退室
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をお願いします。  

＜３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】   挙手全員ですので、３番委員に関連する内容について原案どおり決定

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】   それでは、残る内容についてご審議願います。何か、ご意見等ござい

ませんか。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】   挙手全員ですので、残りの案件について原案どおり決定とさせていた

だき、『議案第８６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。これですべての議案を終了しました。その他

ですが何かございましたらお願いします。  

【事務局】  来月の日程について、ご連絡させていただきます。２月２６日（火）

現地調査を予定しておりまして、５番  赤尾委員、６番  松井委員にお願いしたい

と思います。３月２８日（木）午後１時３０分から第２２回農業委員会を開催いた

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、これで第２１回農業

委員会を終了させていただきます。ありがとうございました。  

 

平成   年   月   日  

 

 

【議長】                   

 

 

署名委員                   

 

 

                      


