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令和３年度第８回あわら市農業委員会定例総会議事録 

 

１．開催日時  令和３年11月26日（金）午後１時30分から２時52分まで 

２．開催場所  あわら市役所 ３階 全員協議会室 

３．出席委員（13人） 

   会長     11番 坪田 清孝 

   会長職務代理 ７番 丸谷 浩二 

   委員     ２番 長谷川太佑 

３番 長田奈津子 

４番 林  惠子 

５番 辻下 義雄 

６番 竹内 和之 

８番 森  雅規 

10番 北  廣見 

12番 伊藤 守男 

13番 上田 幸治 

15番 南坂 覚則 

16番 澤田 宗男 

４．欠席委員（２人） 

   委員     １番 谷川 聡志 

14番 森川 嘉昭 

 

５．議事日程 

第１  開会 

第２  会長挨拶 

第３  業務報告 

第４  議事録署名人の指名 

第５  議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第３号 農地転用事業計画の変更申請について 

議案第４号 現況証明願について 

議案第５号 農業経営基盤強化促進法第18条の規定による農用地利用集積計画

について 

議案第６号 農地中間管理事業に係る農地利用集積計画の決定及び農地利用配

分計画（案）に対する意見について 
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議案第７号 別段面積（下限面積）の設定について 

報告第１号 田から畑への形質変更届出の報告について 

報告第２号 農業用施設の設置届出の報告について 

報告第３号 農地法第３条の３第１項の規定による届出の報告について 

報告第４号 農地法第18条第６項の規定による賃借権の合意解約届出の報告に

ついて 

第６  その他 

（１）12月の農業委員会定例総会開催予定について 

（２）その他 

第７  閉会 

 

６．事務局  局長  東  俊行 

同補佐 宮川 豊一 

主査  松村 邦弘 

主事  伊藤 祥恵 

 

７．会議の概要 

◇ 開会宣言 

局  長： 皆様、お疲れさまです。定刻前ではございますが、本日ご出席の委員の皆様がお

そろいということで、ただいまから令和３年度第８回あわら市農業委員会定例総会

を始めさせていただきます。まず最初に、坪田会長からご挨拶をお願いいたします。 

 

◇ 会長挨拶 

     【会長 挨拶】 

 

◇ 定足数の確認 

事 務 局： それでは、本日の出席状況をご報告申し上げます。委員総数25名中、本日の出席

委員は19名であります。なお、１番谷川委員、14番森川委員、推進委員の藤野委員、

朝倉委員、坂井委員から欠席の届出が、丸谷職務代理者から遅刻の届出がございま

した。したがいまして、委員総数の過半数のご出席をいただいておりますので、農

業委員会等に関する法律第27条第３項の規定により、この会議が成立しております

ことをご報告申し上げます。 

 

◇ 業務報告 

事 務 局： 続きまして、日程第３「業務報告」を申し上げます。 

     【業務報告の朗読及び説明】 
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 これからの進行は坪田会長にお願いいたします。 

 

議  長： ありがとうございます。先ほどの業務報告の中で、小浜ほか２か所になっていま

すけど、これ、行ったの変更になりまして、鯖江になりました。 

 

◇ 議事録署名人の指名 

議  長： それでは、議事に入りたいと思います。日程第４「議事録署名人の指名」を行い

たいと思います。本日の議事録署名人は、２番長谷川委員、３番長田委員の両名に

お願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

◇ 議  事 

議  長： それでは、日程第５、議事に入りたいと思います。 

 

◇ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議  長： 議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請について」、事務局の説明を求

めます。 

 

事 務 局： 議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請について」、ご説明いたします。

２ページにお進みください。 

 今回、１件の申請がございました。 

 番号１番につきまして、譲渡人は坂井市丸岡町にお住まいの〇〇〇〇さんほか１

名でございます。譲受人は熊坂にお住まいの〇〇〇さんでございます。〇〇〇さん

の耕作面積は田１万6,821㎡、畑481㎡でございまして、耕作人員は１名、申請農地

は熊坂地係の田７筆、畑２筆でございます。売買による所有権の移転でございまし

て、３ページの調書にもありますとおり、農地法第３条第２項各号には該当しない

ため、許可要件を満たしていると思われます。 

 以上で説明を終わります。 

 

議  長： ありがとうございます。それでは、地区担当委員の説明を求めます。議案第１号、

番号１番について、13番上田委員、お願いいたします。 

 

13  番： 上安田の〇〇〇〇さんは、現在丸岡となっていますけれども、以前熊坂に住んで

おりまして、熊坂に母親がおられたんですが、他界されまして、ずっと空き家にな

っておって、〇〇〇〇さんも畑の耕作とか田んぼは全く作らないということで、〇

〇〇さんに譲り渡したということでございますので、問題ないと思います。〇〇〇

さんは農業にも携わっていますし、また今年、農家組合長もやっていますので、引
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き続き耕作を行うということで問題ないと思います。 

 

議  長： ありがとうございます。それでは、本案件について、何かご質問ございませんで

しょうか。 

   （質問、意見なし） 

 ないようですので、採決に入りたいと思います。議案第１号「農地法第３条の規

定による許可申請について」、賛成の方の挙手を求めます。 

   （全員挙手） 

 全員です。よって、許可相当と認めます。 

 

◇ 議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議  長： 次に、議案第２号「農地法第５条の規定による許可申請について」を議題といた

します。事務局の説明を求めます。 

 

事 務 局： 議案第２号「農地法第５条の規定による許可申請について」、ご説明させていた

だきます。４ページをご覧ください。 

 今回、案件としては３件の申請がございました。 

 番号１番につきましては、譲渡人は大溝二丁目にお住まいの〇〇〇〇さん、譲受

人は花乃杜一丁目にお住まいの〇〇〇さんでございます。申請の土地につきまして

は大溝二丁目地係の１筆で、登記地目は畑、面積は197㎡でございます。用途につき

ましては個人用住宅でございます。事由につきましては、譲受人は所有権を移転し、

申請地に個人用住宅を建築したいとのことでございます。権利の種類につきまして

は所有権の移転で、こちらの農地区分につきましては、都市計画法上の用途区域内

の農地ということで第３種農地でございます。第３種農地につきましては原則転用

が可能となっております。場所につきましては５ページ、計画図につきましては６

ページ、７ページをご覧ください。 

 続きまして、番号２番につきましては、譲渡人は大溝二丁目にお住まいの〇〇〇

〇さん、譲受人は大阪府吹田市の株式会社〇〇〇でございます。申請の土地につき

ましては大溝三丁目地係の１筆で、登記地目は田、面積は780㎡でございます。用途

につきましては宅地造成でございます。事由につきましては、譲受人は不動産業を

営む法人であり、申請地に１区画分の事業用の宅地を造成したいとのことでござい

ます。権利の種類につきましては所有権の移転で、こちらの農地区分につきまして

は、都市計画法上の用途区域内の農地ということで第３種農地でございます。第３

種農地につきましては原則転用が可能となっております。場所につきましては８ペ

ージ、計画図につきましては９ページ、10ページをご覧ください。 

 続きまして、番号３番につきましては、譲渡人は大阪府守口市にお住まいの〇〇
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〇〇さん、譲受人は福井市文京にお住まいの〇〇〇さんでございます。申請の土地

につきましては自由ヶ丘二丁目地係の１筆で、登記地目は畑、面積は410㎡でござい

ます。用途につきましては個人用住宅でございます。事由につきましては、譲受人

は所有権を移転し、申請地に個人用住宅を建築したいとのことでございます。権利

の種類につきましては所有権の移転で、こちらの農地区分につきましては、都市計

画法上の用途区域内の農地ということで第３種農地でございます。第３種農地につ

きましては原則転用が可能となっております。場所につきましては11ページ、計画

図につきましては12ページ、13ページをご覧ください。 

 以上で説明を終わります。 

 

議  長： ありがとうございます。それでは、地区担当委員の説明を求めます。議案第２号、

番号１番、２番につきまして、８番森委員、お願いいたします。 

 

８  番： １番につきましては、図面を見てもお分かりのとおり、かなり宅地化が進んでい

る、真ん中に残っている土地でありまして、許可しても全く支障ないというふうに

思います。 

 それから、２番についても、場所は〇〇〇〇の東側に位置しておりまして、ここ

も周辺が宅地化が伸展しておりまして、全く支障ないんじゃないかなというふうに

思います。 

 以上です。 

 

議  長： ありがとうございます。次に、番号３番につきましては森川委員が担当でござい

ますが、本日欠席をしておるため、事務局の説明に代えさせていただきたいと思い

ます。 

 次に、本件について、本日現地調査を行っておりますので、調査委員を代表して

６番竹内委員に調査結果の報告をお願いいたします。 

 

６  番： 今朝９時から、私、森委員、北委員、事務局の４名で現地を確認に行ってまいり

ました。委員の説明あるいは事務局の説明どおり、何ら問題がないと判断されます。 

 報告を終わります。 

 

議  長： ありがとうございます。それでは、この案件につきまして、何かご質問ございま

せんでしょうか。 

   （質問、意見なし） 

 ないようですので、採決に入りたいと思います。議案第２号「農地法第５条の規

定による許可申請について」、賛成の方の挙手を求めます。 
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   （全員挙手） 

 全員です。よって、県に進達するものといたします。 

 

◇ 議案第３号 農地転用事業計画の変更申請について 

議  長： 引き続きまして、議案第３号「農地転用事業計画の変更申請について」、事務局

の説明を求めます。 

 

事 務 局： 議案第３号「農地転用事業計画の変更申請について」、ご説明させていただきま

す。14ページ、15ページをご覧ください。 

 番号１番につきまして、北陸新幹線、あわら金津高架橋特定建設工事の工事用地

を確保するため、令和２年１月に申請を行い、令和２年２月27日に許可が下りてお

ります。申請地周辺の高架橋工事が完了したが、新たに鉄道・運輸機構が工事用道

路として利用することになり、継続して農地転用の必要が生じたため農地転用の申

請がございました。一連の農地転用に当たるため、農地転用事業計画の変更申請が

必要となるものでございます。転用の面積につきましては183.95㎡、転用の期間は

令和４年３月31日までで、今回事業者が鉄道建設・運輸施設整備支援機構に変更と

なるものでございます。鉄道・運輸機構が工事用道路の確保のため一時転用すると

いうことで、農地転用の許可不要案件に当たるため、事業計画の変更のみの申請と

なるものでございます。計画図については16ページをご覧ください。 

 続きまして、番号２番と３番については両方とも借受人が〇〇〇〇のため、許可

の状況について併せて説明いたします。〇〇〇〇が北陸新幹線、あわら金津高架橋

特定建設工事の工事用地を確保するため、平成29年７月、９月、11月、平成30年５

月、９月、令和２年７月にそれぞれ申請を行い、平成29年８月25日、10月26日、12

月26日、平成30年７月４日、11月６日、令和２年９月１日に許可が下りております。 

 番号２番につきましては、申請地周辺の高架橋工事がおおむね完了したが、新た

に鉄道・運輸機構が工事用道路として利用することになり、継続して農地転用の必

要が生じたため農地転用の申請がございました。一連の農地転用に当たるため、農

地転用事業計画の変更申請が必要となるものでございます。転用の面積につきまし

ては5,243㎡、転用の期間は令和４年３月31日までで、今回事業者が鉄道建設・運輸

施設整備支援機構に変更となるものでございます。鉄道・運輸機構が工事用道路の

確保のため一時転用するということで、農地転用の許可不要案件に当たるため、事

業計画の変更のみの申請となるものでございます。計画図については17ページをご

覧ください。 

 続きまして、番号３番につきましては、許可を受けた土地の転用期間が令和３年

12月31日で終期を迎えるが、継続して農地転用の必要が生じたため事業計画の変更

申請がございました。北陸新幹線、芦原温泉駅高架橋他特定建設工事ということで、
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一連の農地転用に当たるため、農地転用事業計画の変更申請が必要となるものでご

ざいます。転用の面積につきましては１万3,826㎡で期間の延長となっております。

一時転用の期間につきましては、令和４年１月１日から令和４年３月31日までの３

か月間の延長となっておりまして、前回の転用期間と合わせて３年以内での継続申

請ということで、事業計画の変更申請のみの申請となっております。計画図につき

ましては17ページをご覧ください。 

 以上で説明を終わります。 

 

議  長： ありがとうございます。議案第３号の案件について、事業者の変更あるいは期間

の延長のみであるため、地区担当委員の説明はございません。 

 本件につきまして、本日現地調査を行っておりますので、調査委員を代表して、

６番竹内委員に調査結果の報告をお願いします。 

 

６  番： これも同様に、今朝９時から４名で現地を確認に参りました。まだ工事を行って

おり、延ばすことは適当だと思われます。 

 以上です。 

 

議  長： ありがとうございます。説明を聞いていてちょっと分かりづらいんであれなんや

けど、14ページ、これ、変更前は池口で変更後が稲越になって、面積も減っている

というのは、変更後の小さな面積だけが今回更新されるわけ？ 

 

事 務 局： はい。この小さい部分だけを今回鉄道・運輸機構が継承しまして、残りの部分は

農地復元完了届を提出していただいて、今朝その現地確認にも行っております。 

 

議  長： だから、この小さくなった部分だけがまた延長して借りていくよということやね。 

 

事 務 局： はい。３月31日まで鉄道・運輸機構が使用することになります。 

 

議  長： 皆さんよろしいでしょうか、そういうことですので。 

 本件につきまして、何かご質問ございましたらお願いいたします。 

   （質問、意見なし） 

 質問がないようですので、採決に入りたいと思います。議案第３号「農地転用事

業計画の変更申請について」、賛成の方の挙手を求めます。 

   （全員挙手） 

 全員です。よって、県に進達するものといたします。 
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◇ 議案第４号 現況証明願について 

議  長： 次に、議案第４号「現況証明願について」を議題といたします。事務局の説明を

求めます。 

 

事 務 局： 議案第４号「現況証明願について」、ご説明させていただきます。19ページをご

覧ください。 

 今回、案件としては３件の申請がございました。 

 番号１番につきましては、申請人は青ノ木にお住まいの〇〇〇〇さんでございま

す。申請の土地につきましては青ノ木地係の１筆で、面積は145㎡、登記地目は田、

現況は非農地でございます。事由につきましては、申請地は昭和57年頃までは稲作

を行っていましたが、昭和58年に農作業小屋が建築され、以後宅地として利用され

現在に至っているとのことで、今回、地目変更したいとのことでございます。場所

につきましては20ページをご覧ください。 

 続きまして、番号２番につきましては、申請人は福井市町屋にお住まいの〇〇〇

〇さんでございます。申請の土地につきましては蓮ケ浦地係の１筆で、面積は296㎡、

登記地目は畑、現況は非農地でございます。事由につきましては、申請地は昭和35

年頃までは畑として利用していたが、前所有者が昭和48年に工場を建築し、現所有

者が平成21年まで使用していたが、廃業により工場を閉鎖、現在に至っているとの

ことで、今回、地目変更したいとのことでございます。場所につきましては21ペー

ジをご覧ください。 

 続きまして、番号３番につきましては、申請人は大阪市福島区の〇〇〇〇株式会

社でございます。申請の土地につきましては菅野地係の３筆で、面積は合計で911㎡、

登記地目は全て田、現況は非農地でございます。事由につきましては、申請地は昭

和44年頃まで農地として利用していたが、〇〇〇株式会社が同年、簡易な盛土造成

を行い、昭和48年以降、工場施設の拡大による建築工事を開始、昭和58年頃から工

場用地として利用され現在に至っているとのことで、今回、地目変更したいとのこ

とでございます。場所につきましては22ページをご覧ください。 

 以上で説明を終わります。 

 

議  長： それでは、地区担当委員の説明を求めたいところでございますが、１番、２番に

つきましては、まだ丸谷委員がお見えになっておりません。それから、３番につい

ては、今日、森川委員が欠席をしておりますので、事務局の説明に代えさせていた

だきたいと思います。 

 次に、本件につきまして、本日現地調査を行っておりますので、６番竹内委員、

調査結果の報告をお願いします。 
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６  番： これも４名で今朝確認に参りました。いずれも小屋が建っていたり、工場の敷地

内でありますので、事務局説明のとおり適当だと思われます。 

 以上です。 

 

議  長： ありがとうございます。それでは、本案件につきまして、何かご質問ございませ

んでしょうか。 

   （質問、意見なし） 

 ないようですので、採決に入りたいと思います。議案第４号「現況証明願につい

て」、賛成の方の挙手を求めます。 

   （全員挙手） 

 全員です。よって、承認することといたします。 

 

◇ 議案第５号 農業経営基盤強化促進法第18条の規定による農用地利用集積計画について 

議  長： 次に、議案第５号「農業経営基盤強化促進法第18条の規定による農用地利用集積

計画について」を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

 

事 務 局： では、議案第５号「農業経営基盤強化促進法第18条の規定による農用地利用集積

計画について」、ご説明させていただきます。23ページをお開きください。農業経

営基盤強化促進法第18条の規定による農用地利用集積計画について、あわら市から

別添のとおり農用地利用集積計画が提出されたので、その決定を求めます。 

 24ページにお進みください。公告予定日につきましては令和３年11月30日火曜日

でございます。借手につきましては４人、貸手につきましては18人でございます。

利用権設定面積は、賃貸借が27筆、５万2,766㎡でございます。期間別内訳でござい

ますが、３年の畑が20筆、３万8,558㎡、５・６年の畑が２筆、3,758㎡、10年の田

が５筆、１万450㎡でございます。 

 25ページをお開きください。集落別内訳については、二面の畑が２筆、牛山の畑

が２筆、国影の畑が３筆、井江葭の畑が４筆、横垣の畑が３筆、布目の田が２筆、

中浜の田が４筆、北潟の畑が５筆、北金津の畑が１筆、南金津の田が１筆でござい

ます。利用権の移転、所有権の移転につきましてはございませんでした。 

 26ページにお進みください。集積計画の決定についてでございます。１番から３

番につきましては、借受人は〇〇〇〇でございます。布目の田２筆、中浜の田４筆

でございます。利用目的は水稲で賃借権の設定、10ａ当たり賃借料は、１番、２番

は１万4,000円、３番は１万6,500円でございます。期間につきましては、１番は令

和４年１月１日から令和９年11月30日まで、２番、３番は令和４年１月１日から令

和13年12月31日まででございます。新規設定でございまして、用水費は借主負担で

ございます。 
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 ４番につきましては、借受人は伊井にお住まいの〇〇〇〇さんでございます。南

金津の田１筆でございます。利用目的は水稲で賃借権の設定、賃借料は10ａ当たり

市平均賃借料でございます。期間につきましては令和３年12月１日から令和８年11

月30日まででございます。再設定でございまして、用水費は借主負担でございます。 

 27ページをお開きください。29ページまでまたがっております５番から15番につ

きましては、借受人は〇〇〇〇でございます。二面の畑２筆、牛山の畑２筆、国影

の畑３筆、井江葭の畑４筆、横垣の畑３筆、北金津の畑１筆でございます。利用目

的は、14番はソバ、ほかはソバ、野菜でございます。貸借権の設定でございまして、

賃借料は10ａ当たり5,000円でございます。期間につきましては令和３年12月１日か

ら令和６年11月30日まででございます。再設定でございまして、用水費は貸主負担

でございます。 

 30ページまでまたがっております16番から18番につきましては、借受人は北潟に

お住まいの〇〇〇〇さんでございます。北潟の畑５筆でございます。利用目的は野

菜で賃借権の設定、賃借料は10ａ当たり１万円でございます。期間につきましては

令和４年１月１日から令和６年12月31日まででございます。再設定でございまして、

用水費は貸主負担でございます。 

 これらの農用地利用集積計画は農業経営基盤強化促進法第18条第３項の要件を満

たしております。 

 以上で説明を終わります。 

 

議  長： ありがとうございます。本案について、何かご質問ございませんでしょうか。 

 

15  番： 今頃何やって思われるかもしれませんけど、この布目と中浜、新規で利用権設定

していると思うんですが、こういうやつというのが集積計画の中の集積されたとい

うふうに見るんですか、この新規というのが。新規というのは個人が作っていたん

だけど、それをやめて生産組合とかそちらに任せて、集積したというふうに捉えれ

ばいいんでしょうか。 

 

事 務 局： 南坂委員さんのおっしゃるとおりで、新規で設定されたので、新規で〇〇〇〇に

集積するということになりますので、今回３番につきましては、報告第４号で上げ

ているんですけれども、もともと農事組合法人〇〇〇〇が利用権設定していたんで

すが、それを解約して〇〇〇〇さんのほうに行くので、集積というふうにはいかな

いんですけれど、基本的には南坂委員さんがおっしゃるとおりで。 

 

15  番： 組合が引き受けたのが集積したということ？ 
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事 務 局： と思います。 

 

事 務 局： ちょっといいですか。この議案の新規設定というのは、借受人の方が新しく集積

したということになります。ここでいうと、〇〇〇〇さんとか〇〇〇さん。継続と

いうのは前回も同じ人がやっていましたと。ここの議案の新規設定というのは、今

回借り受ける方が初めて設定した場合に新規設定というふうに書かせてもらってい

ます。先ほどの新規集積の場合とはちょっとずれるので、申し訳ないんですけど。 

 

15  番： これじゃ分からないと。 

 

事 務 局： そういうことです。 

 

議  長： よろしいですか。ほかに何か質問ありませんでしょうか。 

   （質問、意見なし） 

 ないようですので、採決に入りたいと思います。１番から３番については、〇番

〇〇〇〇委員が、番号５番から15番については〇〇〇委員が関係しておりますので、

まずそれを除く４番、16番から18番について採決をしたいと思います。 

 議案第５号「農業経営基盤強化促進法第18条の規定による農用地利用集積計画に

ついて」、賛成の方の挙手を求めます。 

   （全員挙手） 

 全員です。よって、決定することといたします。 

 それでは、〇〇〇〇委員、退席をお願いします。 

   （〇番〇〇〇〇委員退席） 

 それでは、番号１番から３番について、賛成の方の挙手を求めます。 

   （全員挙手） 

 全員です。よって、決定することといたします。 

 入っていただきます。 

   （〇番〇〇〇〇委員着席） 

 それでは次に、〇〇〇委員、退席をお願いします。 

   （〇番〇〇〇委員退席） 

 それでは、番号５番から15番について、賛成の方の挙手を求めます。 

   （全員挙手） 

 全員です。よって、決定することといたします。 

 入ってください。 

   （〇番〇〇〇委員着席） 
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◇ 議案第６号 農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画の決定及び農用地利用配分計画

（案）に対する意見について 

議  長： 次に、議案第６号「農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画の決定及び農用

地利用配分計画（案）に対する意見について」を議題といたします。事務局の説明

を求めます。 

 

事 務 局： では、議案第６号「農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画の決定及び農用

地利用配分計画（案）に対する意見について」、ご説明いたします。31ページをお

開きください。あわら市から別添のとおり農用地利用集積計画が提出されたので、

農業経営基盤強化促進法第18条の規定によりその決定を求めるとともに、農地中間

管理事業の推進に関する法律第19条第３項の規定による農用地利用配分計画案に対

する意見を求めます。 

 32ページにお進みください。公告予定日につきましては令和３年11月30日火曜日

でございます。貸手につきましては４人でございます。利用権設定面積は、賃貸借

が23筆、２万6,093㎡でございます。集落別内訳は、国影の田が16筆、布目の田が５

筆、後山の田が２筆となっております。 

 33ページをお開きください。集積計画の決定についてでございます。１番につき

ましては、国影の田16筆でございます。利用目的は水稲で賃借権の設定、賃借料は

10ａ当たり１万3,000円でございます。耕作予定者は〇〇〇〇でございます。 

 ２番につきましては、布目の田５筆でございます。利用目的は水稲で賃借権の設

定、賃借料は10ａ当たり１万6,500円でございます。耕作予定者は〇〇〇〇でござい

ます。 

 ３番、４番につきましては、後山の田２筆でございます。利用目的は水稲で賃借

権の設定、賃借料は10ａ当たり7,000円でございます。耕作予定者は〇〇〇〇でござ

います。 

 これらの農用地利用集積計画は農業経営基盤強化促進法第18条第３項の要件を満

たしております。 

 以上で説明を終わります。 

 

議  長： ありがとうございます。本案につきまして、何かご質問ございませんでしょうか。 

   （質問、意見なし） 

 質問がないようですので、採決に入りたいと思います。議案第６号「農地中間管

理事業に係る農用地利用集積計画の決定及び農用地利用配分計画（案）に対する意

見について」、賛成の方の挙手を求めます。 

   （全員挙手） 

 全員です。よって、決定することといたします。 
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◇ 議案第７号 別段面積（下限面積）の設定について 

議  長： 次に、議案第７号「別段面積（下限面積）の設定について」ということで議題と

いたします。事務局の説明を求めます。 

 

事 務 局： では、議案第７号「別段面積（下限面積）の設定について」、ご説明いたします。

35ページをお開きください。通常、農地を売買する際の基準として、譲受人の申請

農地取得後の耕作面積が50ａ以上になることが必要となります。特例として、平成

21年農地法改正により、地域の実情に応じて農業委員会の判断で別段の面積を定め

ることが可能となりました。あわら市においては、平成30年度からあわら市空き家

バンクに登録された空き家に附属した農地に限り、下限面積を１ａとする別段面積

を設定しております。 

 参考のため、38ページから40ページに取扱基準を資料として添付しました。平成

30年度に策定したあわら市空き家に付属した農地の別段面積取扱基準においては、

１ａの設定は50ａの設定に優先して適用されます。この別段面積は空き家に附属し

た農地を１つの区域とみなし適用することとなります。 

 また、別段面積を適用するに当たり前提となる条件が３つあります。まず１つ目

に、適用する時点で全てまたは一部が遊休農地、あるいは管理や栽培が行われる見

込みがないこと。２つ目に、空き家と農地の所有者は原則同一であること。３つ目

に、権利取得後５年以上継続して取得した空き家へ居住し、その農地を耕作するこ

と。そして、農業委員会が空き家に附属した農地を指定する際は、総会で審議する

こととなっております。今回、空き家に附属した農地指定の申出がございましたの

で、議案として上程いたします。 

 それでは、議案の説明に移ります。36ページにお進みください。 

 今回、１件の申請がございました。 

 申請人は二面にお住まいの〇〇〇〇さんでございます。申請農地は二面地係の畑

４筆で、当該農地の北側にある二面地係の空き家と一体とするものでございます。

いずれも別段面積の指定基準に該当しております。位置図及び付近図については37

ページをご覧ください。農地法第３条の申請書は、今後空き家及び農地の買手が現

れた際に提出されます。 

 以上で説明を終わります。 

 

議  長： 本案につきまして、本日現地調査を行っておりますので、調査委員を代表して６

番竹内委員に調査結果の報告をお願いします。 

 

６  番： これも今朝ほど４名で確認に行ってまいりました。ここは持ち主が下へ下りて空
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き家になっておりまして、その横に、以前は家庭菜園で使用されていたと思われる

畑がありましたが、出たために今は耕作されておりません。そういうことで、こう

いう条項があるのも初めて知りましたが、認めてもよいのではと判断しております。 

 以上です。 

 

議  長： ありがとうございます。この案につきまして、何かご質問ございませんでしょう

か。 

 悪いけど、これ全部１筆やな。１つの畑になってるんやね。これだけあるんだけ

ど。 

 

事 務 局： はい。１つの畑に、固まってなっています。 

 

議  長： 何か質問ございませんでしょうか。これから空き家情報とタイアップした、こう

いう流れが増えてくるんじゃないかなという具合に思われますので。これ、30年に

作ったんやったっけか。 

 

事 務 局： はい、30年度に策定しています。 

 

議  長： 分かりました。 

 それでは、何か質問がないようでしたら、このまま採決に入りたいと思います。 

   （質問、意見なし） 

 議案第７号「別段面積（下限面積）の設定について」、原案のとおり決定するこ

とに賛成の方の挙手を求めたいと思います。 

   （全員挙手） 

 全員です。よって、原案のとおり決定いたします。 

 

◇ 報告第１号 田から畑への形質変更届出の報告について 

議  長： 次に、報告第１号「田から畑への形質変更届出の報告について」を議題といたし

ます。事務局の説明を求めます。 

 

事 務 局： 報告第１号「田から畑への形質変更届出の報告について」、ご説明させていただ

きます。41ページをご覧ください。 

 今回、１件の届出がございました。 

 番号１番につきましては、申請人は清間にお住まいの〇〇〇〇さんでございます。

申請の土地につきましては清間地係の田で、面積は5,122㎡のうち1,709.17㎡でござ

います。形質変更の理由につきましては、申請地に育苗ハウスを増築するため、一
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部埋立てを行い、畑として利用したいとのことでございます。場所につきましては

42ページをご覧ください。 

 以上で説明を終わります。 

 

議  長： ありがとうございます。それでは、地区担当委員の説明を求めたいところでござ

いますが、14番の森川委員が欠席をしているため、事務局の説明に代えさせていた

だきたいと思います。 

 それでは、この案件につきまして、本日現地調査を行っておりますので、調査委

員を代表して竹内委員、報告をお願いいたします。 

 

６  番： これも先ほどと同じで、４名で確認に参りました。事務局の説明のとおり、認め

てもよろしいのではないかと思われます。 

 以上です。 

 

議  長： ありがとうございました。本件について、何かご質問ございませんでしょうか。 

   （質問、意見なし） 

 ないようですので、報告第１号を終わります。 

 

◇ 報告第２号 農業用施設の設置届出の報告について 

議  長： 次に、報告第２号「農業用施設の設置届出の報告について」を議題といたします。

事務局の説明を求めます。 

 

事 務 局： 報告第２号「農業用施設の設置届出の報告について」、ご説明させていただきま

す。43ページをご覧ください。 

 今回、１件の届出がございました。 

 番号１番につきましては、申請人は矢地にお住まいの〇〇〇〇さんでございます。

申請の土地につきましては矢地地係の田で、面積は667㎡のうち72㎡でございます。

事由につきましては、申請人は申請地に農産物、農具、肥料等を収納するための農

舎を設置したいとのことでございます。場所につきましては44ページ、計画図につ

きましては45ページ、46ページをご覧ください。 

 以上で説明を終わります。 

 

議  長： それでは、地区担当委員の説明ですが、この案件につきましても森川委員が担当

です。本日欠席のため、事務局の説明に代えさせていただきたいと思います。 

 それでは、現地調査を本日行っておりますので、再度、竹内委員、お願いいたし

ます。 
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６  番： これも４名で確認に参りまして、隣がブドウ畑のブドウのハウスになっておりま

して、そこに隣接しますので、適当かと思われます。 

 以上です。 

 

議  長： ありがとうございます。それでは、この案件につきまして、何かご質問ございま

せんでしょうか。 

   （質問、意見なし） 

 ないようですので、報告第２号を終わります。 

 

◇ 報告第３号 農地法第３条の３第１項の規定による届出の報告について 

議  長： 次に、報告第３号「農地法第３条の３第１項の規定による届出の報告について」

を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

 

事 務 局： では、報告第３号「農地法第３条の３第１項の規定による届出の報告について」、

ご説明いたします。47ページをお開きください。 

 今回、９件の届出がございました。 

 １番につきましては、権世の田５筆、畑４筆でございます。権利取得者は権世に

お住まいの〇〇〇〇さんでございます。権利取得日は令和３年２月20日で、相続に

よる所有権の移転でございます。自己管理するとのことでございます。 

 ２番につきましては、北疋田の田２筆、次郎丸の田２筆、畑１筆でございます。

権利取得者は次郎丸にお住まいの〇〇〇〇さんでございます。権利取得日は令和３

年８月５日で、相続による所有権の移転でございます。次郎丸地係の田２筆は〇〇

〇さんが耕作し、ほかは自己管理するとのことでございます。 

 ３番につきましては、橋屋の田８筆、樋山の田１筆、畑３筆でございます。権利

取得者は樋山にお住まいの〇〇〇〇さんでございます。権利取得日は令和３年７月

12日で、相続による所有権の移転でございます。樋山地係の田１筆は〇〇〇さんが

耕作し、ほかは自己管理するとのことでございます。 

 ４番につきましては、南金津の田１筆、市姫二丁目の畑１筆、市姫三丁目の畑２

筆でございます。権利取得者は花乃杜四丁目にお住まいの〇〇〇〇さんでございま

す。権利取得日は令和３年１月14日で、相続による所有権の移転でございます。自

己管理するとのことでございます。 

 ５番につきましては、市姫四丁目の畑１筆でございます。権利取得者は市姫三丁

目にお住まいの〇〇〇〇さんでございます。権利取得日は令和３年１月14日で、相

続による所有権の移転でございます。自己管理するとのことでございます。 

 ６番につきましては、矢地の田１筆、畑３筆でございます。権利取得者は福井市
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にお住まいの〇〇〇〇さんでございます。権利取得日は令和３年７月21日で、相続

による所有権の移転でございます。自己管理するとのことでございます。 

 49ページをお開きください。７番につきましては、田中々の田４筆、畑２筆でご

ざいます。権利取得者は田中々にお住まいの〇〇〇〇さんでございます。権利取得

日は令和３年10月４日で、相続による所有権の移転でございます。田中々地係の田

１筆は〇〇〇さんが耕作し、ほかは自己管理するとのことでございます。 

 ８番につきましては、田中々の田７筆、畑２筆でございます。権利取得者は大阪

府枚方市にお住まいの〇〇〇〇さんでございます。権利取得日は令和３年４月30日

で、相続による所有権の移転でございます。田中々地係の田３筆は〇〇〇さん、田

１筆は〇〇〇さん、田３筆は〇〇〇さんが耕作し、ほかは自己管理するとのことで

ございます。 

 ９番につきましては、御簾尾の田３筆、畑２筆でございます。権利取得者は御簾

尾にお住まいの〇〇〇〇さんでございます。権利取得日は平成28年10月28日で、相

続による所有権の移転でございます。自己管理するとのことでございます。 

 以上で説明を終わります。 

 

議  長： 本件につきまして、何かご質問ございませんでしょうか。 

   （質問、意見なし） 

 質問がないようですので、報告第３号を終わります。 

 

◇ 報告第４号 農地法第18条第６項の規定による賃借権の合意解約届出の報告について 

議  長： 次に、報告第４号「農地法第18条第６項の規定による賃借権の合意解約届出の報

告について」、議題といたします。事務局の説明を求めます。 

 

事 務 局： では、報告第４号「農地法第18条第６項の規定による賃借権の合意解約届出の報

告について」、ご説明いたします。50ページにお進みください。 

 今回、２件の届出がございました。 

 １番につきましては、布目の田６筆でございまして、賃借人は布目にお住まいの

〇〇〇〇さんでございます。事由につきましては、今回〇〇〇と利用権を設定する

ことに伴い解約するものでございます。 

 ２番につきましては、中浜の田４筆で、賃借人は〇〇〇〇でございます。事由に

つきましては、今回〇〇〇と利用権を設定することに伴い解約するものでございま

す。 

 以上で説明を終わります。 

 

議  長： 本件につきまして、何かご質問ございませんでしょうか。 
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   （質問、意見なし） 

 質問がなければ、報告第４号を終わりたいと思います。 

 

◇ その他 

議  長： それでは、日程第６、その他の「12月の農業委員会定例総会開催予定について」、

事務局の説明を求めます。 

 

事 務 局： 12月の農業委員会定例総会ですが、年末ということもありまして、12月23日の木

曜日午後１時30分から、この全員協議会室で開催したいと考えております。よろし

くお願いいたします。 

 

議  長： 事務局の説明にあったとおり、12月の場合、師走ということで、暮れも押し迫っ

ております。23日まで日を上りまして、木曜日の13時30分に行いたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 

 

◇ 閉  会 

議  長： 長い間、ありがとうございました。今日はこれで第８回の農業委員会を終了させ

ていただきます。本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

令和３年11月26日 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

委  員 


