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○農業委員会総会議事録 

 

○事務局 

定刻になりましたので、只今から平成２８年第７回有田町農業委員会総会を開会いたします。はじめに藤会長より、ご挨拶をお願い 

いたします。 

○会長挨拶 

 皆さんこんにちは。雨が続き、除草剤も撒けないような天候ですが、皆様も田植えはお疲れ様でした。 

７～８月にかけて、農地パトロールの実施や減反確認の協力、さらに農業委員研修会等の行事が予定されています。 

今日は案件も多いようですので、スムーズな審議をよろしくお願いします。 

○事務局 

只今の出席委員は１４名中１４名です。定足数に達しておりますので、総会は成立いたします。 

それでは有田町農業委員会会議規則により、議長は会長が務めることになっておりますので、以降の議事進行は藤会長にお願いいたし 

ます。 

○議 長 

日程第１ 議事録署名委員の指名を行います。有田町農業委員会会議規則第９条第１項に規定する議事録署名委員ですが、議長から 

指名させていただくことにご異議ありませんか。（異議なしの声） 

それでは本日の署名委員は、７番（藤井 和義）、８番（北川 利和）委員にお願いします。 

続きまして、日程第２ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請１番について議題とするところですが、議案第４号 農業

経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画について１番が関連しますので、事務局より併せて説明をお願いします。 

ただし、採決は別々としますのでよろしくお願いします。 

○事務局 

農業経営基盤強化促進法第１8条第 3項第 2項の規定による要件を満たしているものです。 
～議案第４号１番の議案書を朗読～ 

 



以上の計画要請の内容は、経営面積・従事日数など、農業経営基盤強化促進法規定の要件を満たしていると考えます。 

続きまして、 

～農地法第３条の申請１番の議案書を朗読～ 

現在、申請人の○○○さんはご両親と一緒にアスパラを栽培されています。今後、お父さんで規模拡大を計画されていて、現在のハ

ウスと隣接した農地に（前段の案件）ハウスを計画されています。この農地が、圃場整備の割田となっている事から譲渡人の○○○さ

んへ相談され、今回の申請となっています。 

○議 長 

事務局より説明が終わりました。現地確認委員の確認説明をお願いします。 

○５ 番 

申請地は○○○地区にある農地です。親子での施設栽培計画であり、新規就農の手続きを今後される予定です。圃場も広く、問題な

いと考えます。 

○１２ 番 

地元委員として、補足説明します。当初は別の場所でハウスを計画されたようですが、圃場を考慮して今回の申請地となったようで

す。やる気もありますので、許可妥当な案件だと思います。 

○議 長  

確認委員の説明が終わりました。質問のある方は挙手をもって質問してください。 

○議 長  

意見が出ないようですので、これから採決に移ります。採決は別々に取りたいと思います。 

議案第４号１番について集積計画の作成を要請することに賛成の方は、挙手をお願いします。 

全員賛成により、議案第４号１番は承認されました。 

承認を得ましたので、農用地利用集積計画を作成するよう要請する事といたします。 

続きまして、農地法第３条の規定による申請１番について、許可することに賛成の方の挙手をお願いします。 

全員賛成により、農地法第３条の申請１番は許可されました。 

続きまして、議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請１番について議題といたします。事務局より説明をお願いします。 



○事務局 

～議案書を朗読～ 

大型農業機械購入により機械収納スペースが手狭になり、新たに収納倉庫が必要となった事から、申請されるものです。 

以上、申請内容となりますが、排水等についても問題はないと思われます。 

○議 長 

事務局より説明が終わりました。現地確認委員の確認説明をお願いします。 

○５ 番 

申請地は○○○地区にある農地です。道路を挟んで自宅の反対側の農地を転用計画されています。一部を既に転用されていた件は始

末書も提出されています。計画以外の土地は畑として利用される計画であり、問題ないと考えます。 

○会 長 

現地委員として、発言します。申請人は自営であり、自宅倉庫はその関係機器で一杯です。また、棚田を多く借りて耕作されていま

すし、集落営農組織に加わらず自分で農業機械を揃えて耕作されるので、どうしても倉庫が必要です。  

○議 長  

確認委員の説明が終わりました。質問のある方は挙手をもって質問してください。 

○３ 番 

筆の一部だけの転用が出来るのですか。登記は筆全体でするものではないのですか。分筆しないのですか。また面積の根拠は。 

今後、同じような案件を相談された場合、私達も分筆せずに良いと回答して良いのかの確認です。 

○事務局  

 申請内容により条件も変わるかと思います。当申請地は３段になっており、農業用倉庫と残る畑がはっきりと区別できます。面積に 

ついては、工事をする業者が測量して算出されています。課税もその利用内容に応じて変わります。農業用倉庫は宅地課税です。 

本人も分筆せずに、残地も果樹園として利用したい意向でしたので、このような申請となりました。但し、所有権移転を伴う場合な

ら、分筆することが必要です。 

総会の審査は登記までを求めるものではありませんので、県担当者に相談し、今回の処理内容となりました。今回の案件は残地に柑 



橘類を植えてありますので、法務局の担当者が見ても農地としか判断しないと思います。 

○議 長  

他に意見が出ないようですので、これから採決に移ります。 

農地法第４条の申請１番について、許可することに賛成の方の挙手をお願いします。 

全員賛成により、農地法第４条の１番は、許可相当として県知事に意見書を送付いたします。 

続きまして、議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請２番について議題といたします。 

事務局より説明をお願いします。 

○事務局 

～議案書を朗読～ 

現在、農業用倉庫は自宅の敷地内にありますが、県道（曲川心野線）改良工事で敷地を提供されたことから狭くなり、農機具の乗入 

が難しくなられています。所有の農業用倉庫は住宅の傍にありますが、県道から敷地への進入は、隣接者の方と共有していることも

あり、作業する場所としては困難です。この理由により隣接農地に倉庫建設を計画され申請されるものです。 

以上、申請内容となりますが、排水等についても問題はないと思われます。 

○議 長 

事務局より説明が終わりました。現地確認委員の確認説明をお願いします。 

○６ 番 

申請地は○○○地区にある農地です。日照や水利にも影響ないので、問題ないと考えます。 

○９ 番  

 地元委員として、補足説明します。県道歩道の拡幅により手狭になり、米の収納も住居内に置かれていますので、必要だと思います。 

さらに、４世代で暮らしているので狭いので仕方ないと思います。 

○議 長  

確認委員の説明が終わりました。質問のある方は挙手をもって質問してください。 

 



○議 長  

意見が出ないようですので、これから採決に移ります。 

農地法第４条の申請２番について、許可することに賛成の方の挙手をお願いします。 

全員賛成により、農地法第４条の２番は、許可相当として県知事に意見書を送付いたします。 

続きまして、 議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請３番について議題といたします。 

事務局より説明をお願いします。 

○事務局 

～議案書を朗読～ 

一部追認の案件となります。昭和４８年頃、自家用車を高低差のある住宅下の圃場へ落とした事から、所有していた隣接農地を一部

埋め立し、宅地とされています。 

現在、農機具を収納している倉庫に米専用保冷庫を置くことを予定したため、農機具を保管する倉庫が必要となり、申請されるもの 

です。無断転用については、始末書を提出されています。 

以上、申請内容となりますが、排水等についても問題はないと思われます。 

○議 長 

事務局より説明が終わりました。現地確認委員の確認説明をお願いします。 

○６ 番  

申請地は、私の地元でもある○○○地区にある農地です。今回も無断転用されようとしていたのを発見し、工事を中断させ、今回の

申請を促しました。前の水田も自己所有ですので、水利関係も問題ありません。 

○９ 番 

今回、分筆をされたのですか。 

○事務局 

圃場整備まえにされており、今回はされていません。農地を分筆されていたものです。 

○議 長  



確認委員の説明が終わりました。質問のある方は挙手をもって質問してください。 

○議 長  

他に意見が出ないようですので、これから採決に移ります。 

農地法第４条の申請３番について、許可することに賛成の方の挙手をお願いします。 

全員賛成により、農地法第４条の３番は、許可相当として県知事に意見書を送付いたします。 

続きまして、議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請１番について議題といたします。 

事務局より説明をお願いします。 

○事務局 

～議案書を朗読～ 

平成２０年に５条案件で住宅を建設されています。今回の案件は、新築当時は夫婦が所有する車２台でしたが、子供さんの成長に伴

い車を必要とされたことで駐車スペースが必要となり、申請されるものです。 

平成２０年申請時に分筆されていることから、残りの土地を駐車場として申請されるものです。また、現在は農業用機械を農地へ入

れる際は道側からですが、駐車場とする場合は宅地側からの進入となります。 

以上、申請内容となりますが、排水等についても問題はないと思われます。 

○議 長 

事務局より説明が終わりました。現地確認委員の確認説明をお願いします。 

○５ 番 

申請地は○○○地区にある農地です。他農地への影響もなく、問題ないと思います。 

○１２ 番 

地元委員として、補足説明します。以前の新築時は５００㎡を越した理由により、分筆し農地として残されていた場所です。 

○議 長  

確認者の説明が終わりました。質問のある方は挙手をもって質問してください。 

 



○９ 番 

５００㎡を超えたら申請できないと認識していましたが、この基準はまだあるのですか。 

○事務局  

 平成２０年の新築時には、未だ子供さんが小さく駐車場も必要なかったのですが、車に乗る年齢となり、今回の申請となりました。 

理由がきちんとするならば、宅地拡張の申請も許可されると思います。闇雲に申請しても許可とはなりません。 

５００㎡を越すと申請できないということも、分筆しても死地となるようなら、許可する方針で県は対応されています。 

○議 長  

 他に質問がないようですので、これから採決に移ります。 

農地法第５条の申請１番について、許可することに賛成の方の挙手をお願いします。 

全員賛成により、農地法第５条の１番は、許可相当として県知事に意見書を送付いたします。 

続きまして、議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請２番について議題といたします。 

事務局より説明をお願いします。 

○事務局 

～議案書を朗読～ 

現在、町内のアパートに家族５人でお住まいです。３月に子供が増え、アパートでは手狭となり実家の家族に相談されたところ、祖 

父の○○○さんから承諾を得られたことから、申請されるものです。 

○○○さんは、農業者年金の経営移譲年金を受給されていますが、全ての条件を満たした上での申請となっています。 

以上、申請内容となりますが、排水等についても問題はないと思われます。 

○議 長  

事務局より説明が終わりました。現地確認委員の確認説明をお願いします。 

○５ 番  

 申請地は○○○地区にある農地です。他農地への影響はなく、問題ないと思います。敷地の上に電線が多くありますが、解決できる

と思います。 



○議 長 

事務局より、経営委譲年金が満額受給できる理由を、もう少し詳しく説明して下さい。 

○事務局  

農業者年金を受けるときに、自分の子供（農業者であり兼業は不可）に経営を任せた場合には、経営委譲年金の加算を受けることが 

できます。委譲の期間は当初は１０年間と決まっています。その次の期間は 1年でも構いませんが、経費の軽減を考慮し１０年以上を 

進めています。委譲の再設定をすれば、経営委譲年金を受けることができます。今回の案件は再設定もできていました。 

後継者が居ない場合は老齢年金のみとなります。 

平成１４年に法が改正になり、旧年金法では兼業農家への委譲が可能でした。 

○議 長  

他に質問がないようですので、これから採決に移ります。 

農地法第５条の申請２について、許可することに賛成の方の挙手をお願いします。 

全員賛成により、農地法第５条の２番は、許可相当として県知事に意見書を送付いたします。 

続きまして、議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請３番について議題といたします。 

事務局より説明をお願いします。 

○事務局  

～議案書を朗読～ 

現在、○○○にお住まいですが、夫婦の実家は有田町内です。転勤で伊万里へ来られることから実家の近くに家を希望され、土地所

有者の方と話が出来たことから、申請されるものです。町道から進入する２４条申請は許可されています。 

以上、申請内容となりますが、排水等についても問題はないと思われます。 

○議 長  

事務局より説明が終わりました。現地確認委員の確認説明をお願いします。 

○６ 番 

申請地は○○○地区にある農地です。対象地の周囲は殆ど宅地であり、問題はありません。 



○議 長  

質問のある方は挙手をもって質問してください。 

○議 長  

他に質問がないようでしたら、採決に移ります。 

農地法第５条の申請３番について、許可することに賛成の方の挙手をお願いします。 

全員賛成により、農地法第５条の３番は、許可相当として県知事に意見書を送付いたします。 

続きまして、議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請４番について議題といたします。 

事務局より説明をお願いします。 

○事務局 

～議案書を朗読～ 

現在、○○○市に親子４人でお住まいです。子供さんの成長に伴い、アパートでは手狭となり住宅建設を計画されました。少しでも 

実家に近いところをと実家に相談され承諾を得られたことから、農地を分筆、申請されるものです。町道から進入する２４条申請は

許可されています。 

以上、申請内容となりますが、排水等についても問題はないと思われます。 

○議 長 

事務局より説明が終わりました。現地確認委員の確認説明をお願いします。 

○４ 番 

申請地は○○○地区にある農地です。周囲は宅地で、必要分を分筆（約半分）されての申請で、問題はありません。 

○議 長  

質問のある方は挙手をもって質問してください。 

○５ 番  

 連絡道路がかなり狭いので、問題ではないですか。 



○事務局  

連絡道路は町道です。建築基準法では建物を新築する場合に公道への接続が必要ですが、町道なので可能です。本来は、救急車や消 

防車が通行可能に原則４ｍ以上あるのが基本です。 

○議 長 

２ｍ控えるような条件があるかと思いますが。 

○事務局 

 建築基準法上では道路は４ｍ以上あることが前提ですが、都市計画区域内で幅員４ｍ無い道路の場合、道路中心から２ｍの幅に境界 

があると特定行政庁がみなして、そこを除外して敷地に建物を建直すように緩和されています。 

○４ 番  

町道から何メートル引いて家を建てなければならないという、基準があるのですか。 

○事務局  

 民法の規定により、５０ｃｍ離さなければなりません。 

○議 長  

他に質問がないようでしたら、採決に移ります。 

農地法第５条の申請４について、許可することに賛成の方の挙手をお願いします。 

全員賛成により、農地法第５条の４番は、許可相当として県知事に意見書を送付いたします。 

続きまして、議案第３号に移りますが、１番は先ほど承認されましたので、２番 農業経営基盤強化促進法第１３条第１項の規定に

よる農用地利用集積計画の町長に対する要請について、事務局より説明をお願いします。 

○事務局  

 農業経営基盤強化促進法第１３条第１項の規定による農用地の利用関係の調整の結果、利用権設定等促進事業の実施が必要と求めら 

れたので、町長に対し要請するものです。 

～議案書を朗読～ 

以上の計画要請の内容は、経営面積・従事日数など、農農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の要件を満たしていると考えます。 



○議 長  

 事務局より説明が終わりました。現地確認委員の確認説明をお願いするところですが、事務局にて事前に確認をしていただいており、 

問題はないという事です。 

○５ 番 

地元委員として、補足説明します。○○○さんと○○○さんは親戚で、○○○さんが耕作されていました。年齢は９０歳を超えて、

今年までは耕作するという話でしたが、急に体力が低下されたため、今回の申請となりました。農地中間管理機構を通じての契約です

が、期間が５年間ですので、奨励金の対象にはなりません。貸借料金は統一して、○○○円/反です。 

○議 長  

 質問のある方は挙手をもって質問してください。 

○議 長  

他に質問がないようでしたら、採決に移ります。 

議案第３号 ２番について集積計画の作成を要請することに賛成の方は、挙手をお願いします。 

全員賛成により、承認を得ましたので、農用地利用集積計画を作成するよう要請する事といたします。 

続きまして、議案第４号 非農地証明願い１番について事務局より説明をお願いします。 

申請の当事者である６番 福島委員は、この時間は退室していただきます。事務局より説明をお願いします。（６番委員退室） 

○事務局 

～議案書を朗読～ 

申請地は、元々１枚の筆で高低差のある３枚の圃場となっていました。昭和 58年の圃場整備後、整備した田から出た石の処分に困り、 

宅地に近く高低差の少ない申請地に石を入れ、現在は駐車場として使用されています。今回、分筆され、申請されています。 

○議 長 

事務局より説明が終わりました。現地確認委員の確認説明をお願いします。 

○５ 番 

申請地は○○○地区にある農地です。特に、問題はありません。 



○議 長  

質問のある方は挙手をもって質問してください。 

○議 長  

質問がないようでしたら、採決に移ります。 

非農地証明願い１番について、許可することに賛成の方の挙手をお願いします。 

全員賛成により、議案第４号 非農地証明願い１番について、許可されました。６番委員の入室をお願いします。（６番委員入室） 

続きまして、非農地証明願い２番について、事務局より説明をお願いします。 

○事務局 

～議案書を朗読～ 

傾斜地で耕作も困難な事から、昭和５４年頃許可なく植林されています。 

○会 長 

事務局より説明が終わりました。私が地元委員ですので説明しますが、私も農地だと思っていませんでした。そのくらい前から山林

化しています。樹木も大木になっています。 

○議 長  

 質問のある方は挙手をもって質問してください。 

○議 長  

 質問がないようでしたら、採決に移ります。 

非農地証明願い２番について、許可することに賛成の方の挙手をお願いします。 

全員賛成により、議案第４号 非農地証明願い２番について、許可されました。 

続きまして、非農地証明願い３番について、事務局より説明をお願いします。 

○事務局 

～議案書を朗読～ 

みかんを作られていましたが、作らなくなった昭和５８年頃に申請人のお父さんが、許可なく植林されています。 



○議 長 

事務局より説明が終わりました。現地確認委員の確認説明をお願いします。 

○５ 番 

申請地は○○○地区にある農地です。周囲も山林であり、問題はありません。 

○議 長  

質問のある方は挙手をもって質問してください。 

○９ 番  

 このような非農地証明を許可しても、転用登記を確実に皆さんはされているのですか。 

○事務局 

 非農地証明願いについては、申請者が必要に迫られて提出されますので、転用登記されることはまず間違いありません。しかし、非

農地通知については、強制力もありませんし、農家自体が必要性を感じずに個人判断され、放置される事例は多くなると思います。 

但し、非農地通知を決定した事例はそうありません。 

今回の申請は非農地証明願いですので、本人が許可書を添付して法務局に申請されると、担当者が現地確認され転用登記が完了します。 

○３ 番 

許可がなくても農地転用できると聞いたことがありますが、本当ですか。 

○事務局 

法務局の現地確認時に、申請者本人が申し出て所有地を見て貰ったところ、転用ができた例があります。しかし、これは特殊な事例

だと思いますので、通常通りの手続きが必要だと認識して頂いたほうが良いと思います。 

○議 長 

他に質問がないようでしたら、採決に移ります。 

非農地証明願い３番について、許可することに賛成の方の挙手をお願いします。 

全員賛成により、議案第５号 非農地証明願い３番について、許可されました。 



召集通知に記載した案件はここまででしたが、事務局から追加議案があります。 

議案第６号 平成２７年度の目標及びその達成に向けた活動の点検評価についてと、平成２８年度の目標及びその達成に向けた活動

計画について一括して議題とします。 

事務局より説明をお願いします。 

○事務局 

本件については、通常、年度当初に農業委員会の活動について計画をし、年度末にその活動の点検評価を実施して素案を総会に図り、

案としてホームペ－ジに記載し住民の意見を聞き、意見を反映した資料で６月総会にて再度協議し、最終報告としてホームページで町

民に周知する案件です。 

これまでは、４月に案を提示していました。しかし、今年度は様式の変更及び基礎面積等の数値見直しにより、事務手続きが難航し、

最終案の作成が６月末となりました。事務局の不手際にて、委員の皆様には申し訳ありませんが、最終案を今回提示させて頂き、皆様

へ審議して頂きたいと思います。そして、７月からは、ホームページへ内容を掲載したいと思います。 

お手元の資料をごらんください。 

～内容を説明～ 

○議 長 

説明が終わりました。 

意見・質問のある方は、挙手をもってお願いします。 

○7 番 

 荒廃地を農地として外す方法はないのですか。非農地なので、転用登記して下さいと指導できないですか。 

○事務局 

 先ほど説明しましたように、町内にはミカン園だった場所が殆ど荒廃しています。そこをゾーニングして非農地通知を発出すること

はできますが、転用登記するかどうかは所有者の判断です。 

 さらに、有田町で基準を設けて守るべき農地をエリア分けし、荒廃地へ非農地通知を出すかどうか決定しなければなりません。何時

決定し、終わらせるのか、転用登記の推進をどうするかを、先ず協議しなければなりません。協議対象者も今後の検討課題です。 

 現在、申請されている非農地証明願いの案件は親や祖父等が植林していたような事例です。しかし、本人が植林したような事例なら

４条申請となり、該当しません。 

 農業者年金においても、農地が荒廃していた場合に影響します。一筆毎に経営委譲等でチエックします。  



 圃場整備後の転用では、国庫補助の対象となり、事業完了後８年間の縛りがあります。同様に、有害鳥獣対策の電気牧柵・ワイヤー

メッシュの設置箇所でも８年間の縛りがあります。その対象地を確認する職員も足りません。 

 中山間地域等直接支払制度対象地や多面的機能直接支払制度の対象地は、直ぐに耕作できる状態であることが条件です。そこで、こ

の対象地は荒廃していないと判断できます。 

○議 長 

以上で、本日の議事事項についてはすべて終了しましたが、他に連絡等ありませんか。 

その他で、ございませんか。（なしの声） 

以上で、本日の日程はすべて終了しました。 

平成２８年第７回有田町農業委員会総会を閉会いたします。お疲れ様でした。 

次回は平成２８年８月１日（月）の予定です。 

 

 

                 総会  １７時４０分 終了 
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