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7.議会の概要

議長

定刻になりましたので、只今より第 5 回山陽小野田市農業委員会総会
を開会いたします。
（起立、礼、着席）
本日の欠席委員はありません。
それでは議事日程のとおり進めてまいりたいと思います。
本日の議事録署名委員は 10 番佐々木委員と 11 番五十嵐委員にお願
いします。
それでは議事に入ります。
議案第 15 号、
「農地法第 3 条の規定による許可申請について」を上程
します。事務局の説明を求めます。

局長

今月の農地法第 3 条の許可申請は 5 件です。
議案第 15 号番号 11 について議案書をもとに説明いたします。
2 ページをご覧ください。申請地は、埴生支所から西へ約 1.5km に位
置する農用地内の農地です。公図は 3 ページをご覧ください。
申請内容は 1 ページの番号 11 のとおりです。
本件は農地法第 3 条第 2 項に該当していないため、許可の要件を満た
していると考えられます。

議長

次に現地調査報告をお願いします。

３番

現地の報告をさせていただきます。現地の位置につきましては事務局
より説明がありましたので省略させていただきます。１１月５日に事務
局２名と辻村委員、私の４名で現地の確認をさせていただきました。周
辺は南北が畑で、西側が水路、東側が道路となっています。申請地の状
況は保全管理中でした。譲渡人は維持管理が困難であり、後継者もいな
い事から譲渡するとの事です。譲受人は 15.7 ヘクタールを耕作中で、
経営規模を拡大する意向があることから譲り受けるそうです。以上で報
告を終わります。

議長

何か質問はありませんか。
無いようでしたらこれより採決に入ります。議案第 15 号番号 11 に賛
成の方の挙手を求めます。
(全委員挙手)
全員賛成により原案どおり承認することといたします。
次に番号 12 について事務局の説明を求めます。

局長

議案第 15 号番号 12 について議案書をもとに説明いたします。
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4 ページをご覧ください。申請地は、市役所から北東へ約 3.2km に位
置する農用地外の農地です。公図は 5 ページをご覧ください。
申請内容は 1 ページの番号 12 のとおりです。
本件は農地法第 3 条第 2 項に該当していないため、許可の要件を満た
していると考えられます。
議長

次に現地調査報告をお願いします。

８番

現地調査報告をさせていただきます。１１月５日に事務局２名と中原
委員、私の４名で現地の確認をさせていただきました。周辺の状況は 県
道宇部船木線の近くで、大休方面からの市道と交わっている辺りに３筆
この度の申請地があります。申請地は今年も耕作されていましたが、周
辺は休耕田が散見されました。譲渡人は高齢で耕作が困難なため、現在
耕作してもらっている譲受人に譲渡するとの事です。譲受人は１．４ヘ
クタールを現在耕作しており、農業機械も揃っていることから問題なく
耕作できると思います。境界は畦畔等がきちんとありますので問題ない
と思います。以上で報告を終わります。

議長

何か質問はありませんか。
無いようでしたらこれより採決に入ります。議案第 15 号番号 12 に賛
成の方の挙手を求めます。
(全委員挙手)
全員賛成により原案どおり承認することといたします。
次に番号 13 及び番号 14 並びに議案第 17 号「農地法第 5 条の規定に
よる許可申請について」番号 8 及び報告第 4 号「水田埋立畑地造成事前
申出について」番号 1 の 4 件は関連しますので、一括して事務局の説明
を求めます。

局長

議案第 15 号番号 13 及び番号 14 並びに議案第 17 号「農地法第 5 条の
規定による許可申請について」番号 8 及び報告第 4 号「水田埋立畑地造
成事前申出について」番号 1 について、議案書をもとに説明いたします。
6 ページをご覧ください。申請地はいずれも、 市役所 から北東へ約
2.0km に位置する農用地外の農地です。公図は 7 ページ、9 ページ、28
ページ及び 43 ページをご覧ください。土地利用図等は 29 ページ及び 30
ページ並びに 44 ページ及び 45 ページを御覧ください。
申請内容は 1 ページの番号 13 及び番号 14 並びに 20 ページの番号 8
及び 41 ページの番号 1 のとおりです。
議案第 15 号番号 13 及び番号 14 は農地法第 3 条第 2 項に該当してい
ないため、許可の要件を満たしていると考えられます。議案第 17 号番
号 8 は、「第３種農地」であるため、許可条件を満たしていると考えら
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れます。報告第 4 号番号 1 は、水田を埋め立てて果樹を栽培するもので
す。
議長

次に現地調査報告をお願いします。

８番

現地の報告をさせていただきます。まず、１３番及び１４番について
説明させていただきます。周辺には県道宇部船木線が通っており、利便
性のよい場所です。申請地の状況は北側に耕作中の水田がありました。
申請地は休耕田です。譲渡人は高齢で、労力不足であることから譲渡す
るとの事です。譲受人は 0.5 ヘクタールを耕作中で、農業機械等も揃っ
ていることから特に問題はないと思います。境界等については畦畔で確
認できています。続いて第５条番号 8 について説明させていただきま
す。現地の位置等は議案書２０ページをご覧ください。先ほどの３条で
説明した場所の近隣で一番西側になります。資材置場として転用すると
の事です。埋立は 0.5ｍ程との事でした。進入路は一部市有地の公衆用
道路が入っています。幅員は約 4ｍ程です。雨水処理に関しては道路側
溝へ排水し、汚水は発生しません。境界に関しては既設構造物や畦畔で
確認できています。最後に畑地造成について報告いたします。申請地の
状況は先に説明した案件と同一なので省略いたします。盛土は約 0.3ｍ
程で、埋立後は果樹栽培をする予定となっています。以上で報告を終わ
ります。

議長

何か質問はありませんか。
無いようでしたらこれより採決に入ります。議案第 15 号番号 13 及び
番号 14 並びに議案第 17 号番号 8 に賛成の方の挙手を求めます。
(全委員挙手)
全員賛成により議案第 15 号番号 13 及び番号 14 並びに議案第 17 号番
号 8 は原案どおり承認することといたします。また、報告第 4 号番号 1
は、申出のとおり処理いたします。
次に番号 15 について事務局の説明を求めます。

局長

議案第 15 号番号 15 について議案書をもとに説明いたします。
10 ページをご覧ください。申請地は、総合事務所から南へ約 5.3km に
位置する農用地内の農地です。公図は 11 ページをご覧ください。
申請内容は 1 ページの番号 15 のとおりです。
本件は農地法第３条第２項に該当していないため、許可の要件を満た
していると考えられます。

議長

次に現地調査報告をお願いします。

３番

現地の報告をさせていただきます。場所は沖開作地区になります。周
辺の状況は南側が水路で、東側が田んぼで西側は同じように埋め立てて
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あります。申請地の状況は保全管理中でした。譲渡人は耕作が困難であ
り、後継者もいないため譲渡するとの事でした。境界に関しては境界杭
と植木等で確認しました。以上です。
議長

何か質問はありませんか。
無いようでしたらこれより採決に入ります。議案第 15 号番号 15 に賛
成の方の挙手を求めます。
(全委員挙手)
全員賛成により原案どおり承認することといたします。
次に議案第 16 号「農地法第 4 条の規定による許可申請について」を
上程します。
事務局の説明を求めます。

局長

今月の農地法第 4 条の許可申請は 1 件です。
議案第 16 号番号 2 について議案書をもとに説明いたします。
13 ページをご覧ください。申請地は、埴生支所から北へ約 0.8km に位
置する都市計画法に定められた用途地域内の第３種農地です。
申請内容は、12 ページの番号 2 のとおりです。公図は 14 ページ、土
地利用図等は 15 ページから 19 ページまでをご覧ください。
本件は、「第３種農地」であるため、許可条件を満たしていると考え
られます。
なお、本件は、すでに造成が行われていたことから、今後は農地法を
遵守する旨の始末書が提出されています。

議長

次に現地調査報告をお願いします。

３番

現地報告をさせていただきます。周辺の状況は西と南が宅地で、北は
道路となっており、東側は水路でした。申請地の状況は先程事務局から
ありましたように、既に造成済みでした。雨水に関しては北側水路に排
出し、汚水についても同様です。埋立法面の処理は水路から 2ｍ離して、
ブロックで施工してあります。申請地への進入路の位置は図面西側から
となります。周辺農地への取水、排水および進入路の影響はありません。
境界に関しては既設構造物で確認しています。以上の事から特に問題は
ないと思います。報告を終わります。

議長

何か質問はありませんか。
無いようでしたらこれより採決に入ります。議案第 16 号番号 2 に賛
成の方の挙手を求めます。
(全委員挙手)
全員賛成により原案どおり承認することといたします。
次に議案第 17 号「農地法第 5 条の規定による許可申請について」を
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上程します。
事務局の説明を求めます。
局長

今月の農地法第 5 条の許可申請は 4 件ですが、番号 8 は審議を終えて
いますので、残りの 3 件について説明いたします。
議案第 17 号番号 6 について議案書をもとに説明いたします。
21 ページをご覧ください。申請地は、総合事務所から西へ約 1.0km に
位置する公共投資の対象となっていない小団地の第２種農地です。
申請内容は、20 ページの番号 6 のとおりです。公図は 22 ページ、土
地利用図は 23 ページをご覧ください。
本件は、
「他に適当な土地がないため」、許可基準を満たしていると考
えられます。

議長

次に現地調査報告をお願いします。

３番

現地の報告をさせていただきます。下村東地区となります。周辺の状
況は西側が保全管理中の畑、北と東側は道路で南側が山陽本線となって
います。申請地の状況は保全管理中です。雨水に関しては南側の山陽本
線との間にある水路に排水します。汚水に関しては駐車場のため発生し
ません。埋立法面の処理はバラス敷き程度の為、新たに法面は発生しま
せん。申請地への進入路の位置は図面東側で幅員は 2.25ｍとなってい
ます。周辺農地への取水、排水および進入路への影響はありません。境
界については境界杭と既設構造物で確認しています。以上の事から特に
問題ないと思います。これで報告を終わります。

議長

何か質問はありませんか。
無いようでしたらこれより採決に入ります。議案第 17 号番号 6 に賛
成の方の挙手を求めます。
(全委員挙手)
全員賛成により原案どおり承認することといたします。
次に番号 7 について事務局の説明を求めます。

局長

議案第 17 号番号 7 について議案書をもとに説明いたします。
24 ページをご覧ください。申請地は、市役所から北西へ約 0.5km に位
置する都市計画法に定められた用途地域内の第３種農地です。
申請内容は、20 ページの番号 7 のとおりです。公図は 25 ページ、土
地利用図は 26 ページをご覧ください。
本件は、「第３種農地」であるため、許可条件を満たしていると考え
られます。

議長

次に現地調査報告をお願いします。

８番

現地の報告をさせていただきます。周辺は国道 190 号線の近傍で、大
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型スーパーや学校等も 1km 以内にあるなど利便性のよい場所です。申請
地の状況は、申請地の南東側に隣接する土地と、その南側の土地が水田
で、それ以外には農地はありません。申請地とその隣接地の 3 枚はいず
れも休耕田です。雨水処理に関しては道路側溝へ排水し、北側水路に流
します。汚水に関しては合併浄化槽を設置するとの事でした。１ｍ程埋
立を行い、法面処理は土羽となります。進入路については、北西側に隣
接する道路からとなり、幅員は 4m 程度です。境界については、コンク
リート杭と畦畔で確認できています。以上の事から特に問題ないと思い
ます。報告を終わります。
議長

何か質問はありませんか。
無いようでしたらこれより採決に入ります。議案第 17 号番号 7 に賛
成の方の挙手を求めます。
(全委員挙手)
全員賛成により原案どおり承認することといたします。
次に番号 9 について事務局の説明を求めます。

局長

議案第 17 号番号 9 について議案書をもとに説明いたします。
31 ページをご覧ください。申請地は、市役所から北東へ約 0.8km、鉄
道の駅が 500m 以内にある第 2 種農地です。
申請内容は、20 ページの番号 9 のとおりです。公図は 32 ページ、土
地利用図等は 33 ページから 35 ページまでをご覧ください。
本件は、
「他に適当な土地がないため」、許可基準を満たしていると考
えられます。

議長

次に現地調査報告をお願いします。

８番

現地の報告をさせていただきます。周辺の状況は、県道小野田美東線
と山陽本線の跨線橋の間に位置する場所です。現状水田です。周囲には
農地はありません。雨水は道路側溝があるのでそちらに排水し、汚水は
合併浄化槽を設置します。法面処理は北側の道路と同じレベルまで埋立
を行うため、何も行いません。進入路は北側の公衆用道路からになりま
す。境界はブロックや塀等の既設構造物で確認しています。以上で報告
を終わります。

議長

何か質問はありませんか。
無いようでしたらこれより採決に入ります。議案第 17 号番号 9 に賛
成の方の挙手を求めます。
(全委員挙手)
全員賛成により原案どおり承認することといたします。
次に議案第 18 号「現況証明願い」について事務局の説明を求めます。
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局長

今月の「現況証明願い」は 2 件です。
議案第 18 号番号 4 について議案書をもとに説明いたします。
37 ページをご覧ください。申請地は、総合事務所から北西へ約 1.7km、
農用地外にあります。公図は 38 ページをご覧ください。
36 ページ番号 4 をご覧ください。本件は、昭和 56 年頃に宅地の一部
となり、現在に至っております。すでに宅地となっており、今後も農地
としての利用が困難なため、非農地証明に至ったものです。

議長

次に現地調査報告をお願いします。

３番

現地の報告をさせていただきます。申請地は昭和 56 年ごろから宅地
への進入路と庭として使われていたようです。周辺の状況は、南側が水
路で、それ以外は宅地となっています。申請地の状況は現在も進入路と
庭となっています。以上の事から農地性はないと判断しました。報告を
終わります。

議長

何か質問はありませんか。
無いようでしたらこれより採決に入ります。議案第 18 号番号 4 に賛
成の方の挙手を求めます。
(全委員挙手)
全員賛成により原案どおり承認することといたします。
次に番号 5 について事務局の説明を求めます。

局長

議案第 18 号番号 5 について議案書をもとに説明いたします。
39 ページをご覧ください。申請地は、埴生支所から南東へ約 2.4ｋｍ、
農用地外にあります。公図は 40 ページをご覧ください。
36 ページ番号 5 をご覧ください。本件は、平成 3 年頃に農機具倉庫
が建設され、令和元年には取り壊され、現在に至っております。すでに
宅地となっており、今後も農地としての利用が困難なため、非農地証明
に至ったものです。

議長

次に現地調査報告をお願いします。

３番

現地の報告をさせていただきます。周辺の状況は、東と北側が宅地で、
西が道路、南が畑となっています。申請地の状況は、北東側にある宅地
への進入路と雑種地となっています。以上の事から農地性はないと思い
ます。報告を終わります。

議長

質問はありませんか。ないようでしたらこれより採決に入ります。
議案第 18 号番号 5 に賛成の方の挙手を求めます。
(全委員挙手)
全員賛成により原案どおり承認することといたします。
次に報告第 5 号「農地法第 5 条第 1 項ただし書きの規定による届出に
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ついて」事務局の説明を求めます。
局長

報告第 5 号番号 2 について議案書をもとに説明いたします。
47 ページをご覧ください。届出地は、総合事務所から北西へ約 3.3ｋ
ｍ、農用地内にあります。
届出の内容は、46 ページ番号 2 のとおりです。公図は 48 ページ、土
地利用図は 49 ページを御覧ください。
本件は、工事終了後、原状回復されます。

議長

何か質問はありませんか。
無いようでしたら報告第 5 号番号 2 は原案どおり処理いたします。
次に報告第 6 号「農地法第 18 条第 6 項の規定による通知について」
事務局の説明を求めます。なお、本件は、藤井委員に関係する事案です
ので、藤井委員はご退席願います。
（藤井委員退席）

局長

50 ページをご覧ください。
今月の農地法第 18 条第 6 項の規定による通知は番号 195 から 201 ま
での 7 件で、現契約を合意により解約するものです。ご審議の程お願い
します。

議長

何か質問はありませんか。
無いようでしたら報告第 6 号は原案どおり処理いたします。
次に、議案第 19 号「農用地利用集積計画」については、委員に関係
する事項がございますので、田尾委員、五十嵐委員、藤井委員及び中原
委員は御退席願います。進行は山本会長職務代理者にお願いします。
（田尾委員、五十嵐委員、中原委員退席）

職務代理者

議案第 19 号「農用地利用集積計画」について、事務局の説明を求め
ます。

局長

議案書 52 ページから 64 ページまでを御覧ください。議案第 19 号農
用地利用集積計画について議案書をもとに説明します。今月の農業経営
基盤強化促進法第 18 条に基づく農用地利用集積計画は、整理番号 63 番
から 171 番までの 109 件、263 筆、439,003 ㎡でございます。
ご審議の程お願いします。

議長

何か質問はありませんか。
(挙手あり)
どうぞ。

１０番

利用権設定の年数ですが、私の認識では 3 年、5 年、10 年から選んで
設定すると思っていたのですが、議案を見ると 1 年から 10 年までさま
ざまあるのですがこれは特に決まりはないのですか。
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議長

事務局お願いします。

局長

正確に言うと、農業経営基盤強化促進に関する基本構想というのを市
の方が定めておりまして、それによりますと 3 年、6 年、10 年というふ
うになっていますのでそれに従うのが筋とは思いますが、現下の農業情
勢を鑑みたところなかなかそれに基づいて契約することが難しい状況
があります。加えて、農地中間管理機構を活用する場合は 10 年や 15 年
になっています 。中山間地域に関しては現状担い手が不足しているた
め、「果たして来年の耕作ができるのだろうか？」という懸念があるこ
とから 1 年更新や２年更新で契約をするということもあります。従いま
して、それぞれの事情に応じて契約期間は設定してもらっている次第で
す。本来ですと先程申し上げた基本構想に従って設定するのが正式とい
うところです。以上です。

議長
１０番
議長

ありがとうございます。今の説明でよろしいでしょうか。
わかりました。大丈夫です。
他に質問はありませんか。無いようでしたら採決に入ります。賛成の
方の挙手を求めます。
(全委員挙手)
全員賛成により、議案第 19 号は原案どおり決定することとします。
田尾委員、五十嵐委員、藤井委員及び中原委員は入室してください。
（田尾委員、五十嵐委員、藤井委員、中原委員入室）
以上で本日の議案及び報告の審査はすべて終了しました。

局長

次回の現地調査は、12 月 4 日㈮9 時から、田中委員、藤井委員でお願
いします。
第 6 回総会は、12 月 10 日㈭13 時 30 分からで、会場は厚狭公民館第
1 研修室です。

議長

以上をもちまして第 5 回山陽小野田市農業委員会総会を終了いたし
ます。
（起立、礼）

お疲れ様でした。
午後

２時２５分
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閉会

山陽小野田市農業委員会
会

長

議事録署名委員
１０番委員

議事録署名委員
１１番委員

- 12 -

