
 

 

 

 

 

 

 

 

第６回小浜市農業委員会議事録 
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と  き      令和２年１１月３０日（月）午後４時００分 

  

ところ      働く婦人の家 ２階 中会議室 



   出席委員 

１番 赤尾裕子 ２番 松井和幸 ３番 東清俊 

４番 和田千代  ６番 早俊夫 

７番 福永吉孝  ９番 岡田昌樹 

１０番 西田尚夫   

 

  欠席委員 

５番 松尾志信 ８番 河嶋幸男  

   

 

  遅刻委員 

   

   

 

出席事務局   的場ＧＬ、大和、奥村 

       

令和２年１１月３０日（月）午後４時００分小浜市働く婦人の家 中

会議室において、第６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１６号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

議案第１７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１８号 現況証明申請について 

議案第１９号 小浜市農用地利用集積計画の承認について 

議案第２０号 小浜市農用地利用配分計画案の意見聴取について 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



【議長】第6回の小浜市農業委員会にご出席いただきまして、ありがとうござ

います。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１４条

の規定により、本日の会議の議事録署名人として２番 松井委員、３番 東委

員を指名いたします。なお、現地調査委員は、９番 岡田委員、１番 赤尾委

員でした。それでは、『議案第１６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致します。 

【事務局】それでは議案第１６号 農地法第４条第１項の規定による許可申請

について説明申し上げます。１件ございます。申請者は○○○○、○○、申請

土地の表示について○○○○、地目は登記、現況共に田、面積は781㎡のうち

252.81㎡。利用状況は水稲、10ａ当の収穫高は480㎏。土地利用等関係法令表

示について都市計画区域内工業地域、農業振興地域外。転用目的は駐車場・農

機具置場・家庭菜園。事業又は施設の概要は駐車場４台分と農機具置場および

家庭菜園です。申請者は申請地近辺の農地で耕作をしていますが自宅から離れ

ているために、農機具置場を整備し、合わせて駐車場と家庭菜園を設けて利用

する計画です。申請地は都市計画法の用途地域内でありまして、第３種農地に

該当するため、転用可能と考えます。以上です。 

【議長】はい、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

願い致します。 

【９番委員】それでは現地調査の結果を報告させていただきます。２６日の日

に赤尾委員と事務局で現地調査に行ってまいりました。まず、４条の１件目で

すが、場所は、これが○○でこれが○○が走ってまして、これが○○の集落。

○○の○○の○○の後ろから○○の前のこの一町になっているうちの真ん中だ

けを地主の○○さんが駐車場と農機具置場にされるということで、特にこの場

所は用途地域でもありますので、周辺に及ぼす影響もないようでございますの

で、問題ないかなという風に判断をさせていただいたところです。以上です。 

【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。 

【６番委員】真ん中だけというのは変やな。 

【９番委員】すいません、申し遅れました。実は５条で両サイドが出てまいり

ますので。 

（審議） 

【議長】ほかにございませんか。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１６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、原案どおり県へ進達

させていただきます。続きまして、『議案第１７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致しま

す。 

【事務局】それでは、議案第１７号 農地法第５条第１項の規定による許可申

請について、説明申し上げます。全部で４件ございます。番号１、申請者、使



用貸人、○○○○、○○、使用借人、○○○○、○○。申請土地の表示につい

て所在地番は○○、○○。地目はいずれも登記簿が畑、現況がそれぞれ宅地お

よび道路となっております。面積はそれぞれ155㎡、33㎡。利用状況はいずれ

も不耕作。10ａ当の収穫高はありません。土地利用等関係法令表示について都

市計画区域外、農業振興地域内農用地区域外。転用目的は住宅建築。事業又は

施設の概要について住宅１棟・進入路。備考として始末書が提出されておりま

す。申請地のうち、○○については、農振農用地であったため、６月に農振除

外の審議をしていただいた案件です。申請地には元々蔵が建っており、使用貸

人の先代から、長年宅地として利用されてきました。そのため、農地であるこ

とを知らずに、蔵を取り壊し、新居の建築に着工し、融資を受ける際に調査し

たところ、農地であることが判明したとのことで、始末書が提出されていま

す。１０月に農振除外手続きが完了したため、今回、転用申請を提出されまし

た。申請地は、農業公共投資の対象となっていない集落内の農地で、その他２

種農地に該当します。許可要件としては、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に該当するため、転用可能と考えます。 

続きまして番号２、申請者、使用貸人、○○、○○、使用借人、○○、○

○。申請土地の表示について、所在地番は○○、○○。地目は登記簿がいずれ

も田、現況がいずれも宅地。面積はそれぞれ109㎡、304㎡。利用状況はいずれ

も不耕作。10ａ当の収穫高はありません。土地利用等関係法令表示について都

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。転用目的は住宅建

築。事業又は施設の概要について住宅１棟。こちらも始末書が提出されており

ます。申請地のうち、○○には、昭和５５年頃、使用貸人の父が建物を建築

し、さらに平成９年頃には○○の筆にかけて建物を増築し、宅地として利用し

てきたとのことで、始末書が提出されています。申請地は、農業公共投資の対

象となっていない集落内の小集団の農地であり、第２種農地に該当します。許

可要件として、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に該

当するため、転用可能と考えます。 

続きまして番号３、申請者、使用貸人、○○、○○、使用借人、○○、○

○。申請土地の表示について、所在地番は○○。地目は登記、現況ともに田。

面積は781㎡のうち264.47㎡。利用状況は水稲。10ａ当の収穫高は480ｋｇ。土

地利用等関係法令表示について都市計画区域内工業地域、農業振興地域外。転

用目的は住宅建築。事業又は施設の概要について住宅１棟および駐車場３台分

です。申請地は都市計画法の用途地域内であり、第３種農地に該当するため、

転用可能と考えます。 

続きまして番号４、申請者、譲渡人、○○、○○、譲受人、○○、○○。申

請土地の表示について所在地番は○○。地目は登記、現況ともに田。面積は

781㎡のうち264.47㎡。利用状況は水稲。10ａ当の収穫高は480ｋｇ。土地利用

等関係法令表示について都市計画区域内工業地域、農業振興地域外。転用目的

は店舗兼住宅建築。事業又は施設の概要について店舗兼住宅１棟、駐車場３台

分です。申請地は都市計画法の用途地域内であり、第３種農地に該当するた

め、転用可能と考えます。以上です。 



【議長】はい、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

願い致します。 

【９番委員】それでは５条の４件について。まず１件目ですが、○○の集落、

これ県道がずっときているんですけど、きたところからちょっと入ったところ

に、元々ここが前の道でして、ここに本宅がありまして、ここには土蔵が建っ

ておったようです。この息子さんの家を建てるにあたって、融資の関係で確認

したところ農地であったということで、まあ元々屋敷として使っておられたよ

うですので、これについても問題ないかなと思います。始末書がついておりま

す。 

 次は、○○の集落があって、これ○○が走っていて、○○の集落の一番奥。

ここも始末書付きの案件でございまして、元々○○さんのお父さんがここに農

舎を、これ今建っているんですけど、半分壊してある状況です。農舎を建てら

れておったということで、その農舎の一部を取り壊しまして、ここに○○さん

の息子さんの家を建てられるということで計画をされておるようでございま

す。取り壊したあとなので、更地になっております。この農舎については昭和

５５年頃から平成の初めの頃に建てられたものらしいんですけど、これも現況

から見て既に宅地化しているので、周辺に及ぼす影響も考えられませんので問

題ないかなという風に判断をさせていただきました。これも始末書がついてお

ります。 

 ３件目です。先ほど４条で審議していただきました部分の隣、まず○○側の

土地ですけれども、ここに○○さんの娘さんの旦那さん、○○さんがここを借

りて家を建てるということでございます。これも用途地域の工業地域に入って

いるんですけど、問題ないかなという風に判断させていただきました。場所は

こんな状況です。 

 次、４件目です。４件目はこの田んぼの一番、○○側です。これは○○の○

○さんという方がここに店舗付き住宅を建てられるということで、工業地域で

すけれども問題ないかなという風に判断させていただきました。ちなみに３番

目の○○さんと４番目の○○さんは関係ないそうです。以上です。 

【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。 

 (審議) 

【議長】ございませんか。それではないようですので、異議のない方の挙手を

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１７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、原案どおり県へ進達

させていただきます。 

【議長】続きまして『議案第１８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致します。 

【事務局】では、議案第１８号 現況証明申請について、説明申し上げます。

４件ございます。番号１、申請者は○○、○○。申請土地の表示について、所



在地番、○○、地目は登記簿が畑、現況が非農地。面積が62㎡。証明を必要と

する理由として、平成５年に倉庫を建築し、自宅敷地の一部として使用してき

ました。現況にあった地目に変更したいとのことで申請されております。５条

申請の番号１と同じく、農振農用地であったため、６月に農振除外の審議をし

ていただいた案件です。１０月に農振除外手続きが完了したため、今回、現況

証明申請を提出されました。税務課の建物評価証明が提出され、２０年以上前

から宅地として利用されていることが確認できるため、証明についてはやむを

得ないと考えます。 

続きまして番号２、申請者は○○、○○。申請土地の表示について、所在地

番は○○、○○、地目は登記簿がいずれも畑、現況がいずれも非農地。面積が

それぞれ142㎡、112㎡。証明を必要とする理由として、昭和６２年に申請者の

父が住宅を建築し、自宅敷地として使用されてきました。現況にあった地目に

変更したいとのことで申請されております。平成７年に撮影された、国土地理

院の航空写真が提出され、２０年以上前から宅地として利用されていることが

確認できるため、証明についてはやむを得ないと考えます。 

続きまして番号３、申請者は○○、○○。申請土地の表示について所在地番

は○○、地目は登記簿が畑、現況が非農地。面積が360㎡。証明を必要とする

理由として、昭和６１年に申請者の父が住宅兼車庫を建築し、自宅敷地として

使用されてきました。現況にあった地目に変更したいとのことで申請されてい

ます。平成７年に撮影された、国土地理院の航空写真が提出され、２０年以上

前から宅地として利用されていることが確認できるため、証明についてはやむ

を得ないと考えます。 

続きまして番号４、申請者は○○、○○。申請土地の表示について所在地番

は○○、○○、○○、○○、地目はいずれも登記簿が畑、現況が非農地。面積

がそれぞれ630㎡、225㎡、280㎡、75㎡。証明を必要とする理由としまして申

請地には、昭和５２年に建築した住宅のほか、昭和５７年建築の倉庫や明治以

前に建築した蔵など、６棟の建物があり、自宅敷地として使用されてきまし

た。現況にあった地目に変更したいとのことで申請されています。税務課の建

物評価証明が提出され、２０年以上前から宅地として利用されていることが確

認できるため、証明についてはやむを得ないと考えます。以上です。 

【議長】はい、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

願い致します。 

【９番委員】それでは現況証明が４件ございまして、まず１件目ですけれども

先ほどの○○の○○さんの敷地の中の１画でございまして、６月に農振除外の

審議をした場所でございます。写真のとおり、上に建物が建っておりまして、

平成５年に建てられたということでございます。状況から見て、確かに農地で

はないなということでございます。 

 次、２件目でございます。○○の○○でございまして、これ○○でございま

して、これが○○の集落。ここが○○さんの事務所があるところです。ここの

三叉路からちょっと入ったところで場所はこんなところでございまして、写真

のとおり、既に家が建てられております。昭和６２年に建てたらしいんですけ



ど、敷地のうち、○○と○○だけが農地になっておったようでしてほとんどが

もう既に家を建てられておるということで、このような状況から農地でないこ

とは明らかでございます。 

 次、3件目です。○○の集落がここでございまして、これが○○川、それか

らこれが○○で○○の一番こっち側というか○○、○○寄りのここに○○橋と

いう橋を渡ったところでございます。状況はこんな状況でございまして、昭和

６１年にお父さんが家を建てられたということで、そのお父さんも今は生存し

ておられないらしいんですけど、こういったところにこの倉庫兼車庫のような

ものが建っておりました。この図面から見ますと敷地に随分余裕があるような

んですけど、実際はこのような状況でここに本宅がありまして、本宅の前とい

うことで、それも含めて農用地から除外するということについては問題ないか

なという風に判断させていただきました。 

 次、４番目でございます。○○の集落です。ここに○○がございまして、○

○の○○するところからずっと上の方に上った、地図でいうと一番外れ、ちょ

っといくとここに壁に絵が書いてあるとこです。状況ですけれどもこれが本宅

です。小屋の向こうに本宅があって、本宅の向こうに倉庫が建っております。

以前に○○さんが建設業を営んでおられたそうで、昔から宅地として使われて

おられたようです。元々敷地の中の一部には古い土蔵も建っておりまして、以

前から住宅の敷地または建設業の倉庫として使われておったようで、これも現

況に合った地目に変更するのもやむを得ないかなという風に判断をさせていた

だきました。以上です。 

【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。 

(審議) 

【議長】ございませんか。それではないようですので、異議のない方の挙手を

お願いいたします。 

（全員挙手） 

【議長】はい、挙手全員ですので、『議案第１８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１９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致します。 

【事務局】議案第１９号、小浜市農用地利用集積計画の承認について、説明を

させていただきます。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令和２年度小浜市農用地利用

集積計画の案を作成し、利用権の設定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、その他の

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、ということでございます。議

案書を１枚お捲りください。農用地利用集積計画の一覧表となってございま

す。別に詳細な議案を添付しておりますが、一覧表で説明をさせていただきま

す。全て中間管理権の利用権設定になります。○○地区では１３筆、6,568



㎡。○○地区で５筆、13,007㎡、○○地区で9筆、22,907㎡、○○地区で１

筆、4,744㎡となってございます。○○での集積でございますが今年２月に○

○地区での大部分の集積は行いましたが未相続農地で２月に集積できなかった

部分を預け入れるものでございます。○○地区、○○での集積につきましては

今まで地権者の○○さんが耕作されておりまして、平成27年に○○では集積を

行っておりますが、その際には機構に入っておりませんでしたが、今回、○○

さんが亡くなられまして、相続人の方が機構に農地を預け入れたいとのことで

ございます。○○・○○地区、○○と○○の集積でございますが、こちらにつ

きましては平成28年に○○・○○地区で集積した際に大規模に集積されており

ますけれども、今回申請の農地につきましては個人耕作地等によって集積がさ

れておりませんでしたが、集積から数年経ち、地権者も高齢になり、耕作が難

しくなり、今回機構に預け入れたいとのことでございます。要件の確認でござ

いますが、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項で農用地の全てを効率的に

耕作すること、並びに農作業に常時従事することが定められておりますが、○

○である○○は要件の例外が適用されることになってございます。説明は以上

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。 

(審議) 

【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、『議案第１９号 

小浜市農用地利用集積計画の承認について』は、原案どおり異議なしとさせて

いただきます。 

続きまして、『議案第２０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致します。 

【事務局】議案第２０号、小浜市農用地利用配分計画案の意見聴取について、

説明させていただきます。こちらにつきましては、先ほどの集積の配分となり

ます。議案書を１枚お捲りください。先ほどの集積する農地の担い手への配分

先につきまして、農業委員会の意見を求めるということでございます。こちら

も別に詳細な議案、並びに集積のうちの位置図をお付けさせていただいており

ます。こちらの一覧表で説明をさせていただきます。○○地区、○○での集積

の配分先は全て○○となってございます。○○地区、○○での集積につきまし

ては○○となってございます。○○地区につきましては○○氏、○○、○○に

集約して配分を行います。また、○○、○○地区につきましては○○が配分先

となってございます。いずれの担い手につきましても認定農業者でして、農用

地の全てを効率的に耕作することと農作業に常時従事する要件を満たしており

ます。説明は以上でございます。 

【議長】はい、ありがとうございます。それではご意見ございませんか。 

【６番委員】すいません、教えていただきたいんですけど、先の説明でも一緒

なんですけど、賃貸借なんですけど、何でこんなにばらつきがあるんですか。 



【議長】はい、これ私の方からでよろしいですか。８,０００円というのは大

区画にしたところ。今、土地改良の費用を２０年、２５年償還でやっていると

ころを８,０００円。２,５００円というのは、大体３０年前、昭和５０年ぐら

いに３０ａの区画をしたところ。それ以外のところは０円とかいう形で、３段

階でやらせてもらっています。土地改良しますと費用を返さないといけません

ので、その分を。○○は大体５,０００円と２,５００円。○○は大体、８,０

００円と２,５００円と０円というような形にさせてもらっています。ほんと

ですと、全部０円が一番いいんですけど。 

【議長】はい、他にご意見ないですか。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２０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「異議な

し」とさせていただきます。 

【議長】これですべての議案を終了しました。他に皆様方から何かご質問等ご

ざいませんか。ないようでしたら以上をもちまして、第６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。 
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