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令和元年度第２回 熊野町農業委員会 

１．開催日時   令和元年６月２０日（木）午前９時 

２．開催場所   役場３階 ３０３会議室 

３．出席委員（９人） 

     委員         １番 木原 哲男 

委員         ２番 中須 岩登 

委員          ３番 岩井 治子 

委員          ４番 橋川 勝則 

委員          ５番 菅尾 寛治 

委員         ６番 立花 宏保 

委員          ８番 庄賀 深雪 

会長職務代理者     ９番 原  恭博 

会長         １０番 中村 家隆 

 ４．欠席委員           

委員         ７番 空田  忠 

 ５．農地利用最適化推進委員 

委員            世良 正喜 

 ６．議事録署名委員（２人） 

委員           ４番 橋川 勝則 

委員         ５番 菅尾 寛治 

７．農業委員会事務局職員 

    事務局長               福嶋 春樹 

 農業委員会 書記           内田 直人 

８．熊野町職員 

    都市整備課 課長補佐        木下 祐弘 

    都市整備課 主査          諏訪本 壮太 

 

 

 

 

 



会議の概要 

議長 

 

ただいまの出席委員は９名です。熊野町農業委員会会議規則第６条の規

定による定足数に達していますので、ただ今から令和元年度第２回熊野町

農業委員会を開会します。 

はじめに、会議規則第１３条の議事録署名者２名について、こちらから

指名します。４番 橋川委員と５番 菅尾委員を指名します。 

それでは、議事日程に従って審議に入ります。 

事務局より、議案の朗読をさせます。 

事務局 （議事日程 朗読） 

議長 

 

それでは、これより審議に入ります。 

日程第１、議案第３号「平成 30 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」を議題とします。 

事務局から議案の説明をお願いします。 

事務局 それでは、議案第３号「平成 30 年度の目標及びその達成に向けた活動

の点検・評価(案)」について概略をご説明させていただきます。 

この案件につきましては、農業委員会の昨年度の活動の実績と今年度の

計画を、県を通じて国に提出するもので、毎年６月 30 日までに行うこと

が定められているものでございます。 

議案に添付の資料 別紙様式２をご覧ください。例年どおり、概要につ

いて説明したいと思います。 

まず、Ⅰの「農業委員会の状況」は、１ページのとおりとなっておりま

す。数値等は、農林業センサスの数値等をもとに作成しております。 

次に、２ページをご覧ください。 

Ⅱの「担い手への農地の利用集積・集約化」につきましては、これまで、

熊野ファーマーズＭ株式会社さんへの集約による数値がありましたが、経

営事情により認定農業者としての更新ができませんでしたので、担い手へ

の農地集積は０となっております。 

次に２ページめくっていただいて、Ⅳ「遊休農地に関する措置に関する

評価」ですが、平成３１年３月現在の現状は、管内の農地面積は 287ｈａ、

遊休農地面積は 57ｈａで、割合は 19.9％となっております。 

活動実績としまして、農地の利用状況調査をしていただき、おおむね９



月頃までに取りまとめることができました。 

ご協力ありがとうございました。 

次に、２ページめくっていただいて、Ⅵの農地法等に関する点検につき

まして、30年度の主な活動といたしまして、農業委員会総会の開催が、毎

月１回程度、計１０回開催したほか、農地法に基づく許可などを処理して

頂いております。 

具体的な案件としましては、 (１)農地法第３条に基づく許可事務が９

件、「２ 農地転用に関する事務(意見を付して知事への送付)」 これは農

業会議に諮問した案件ですが、これが０件、その他 記載にはございませ

んが、この様式へはございませんが、農地法３条の届出が５件、４条の届

出が６件、５条の届出が 30 件などでございました。以上で説明を終わり

ます。 

議長 当案件について、何か質問はありませんか。 

○○委員  遊休農地の定義ってどうなるんかの。Ａ判定程度の農地までが対象とな

るということで良いかの。 

事務局 農地法第 32 条第１項第１号及び第２号に該当する農地ということで、

うち１号は再生利用が可能な農地ですが、耕作される見込みのない、所謂

Ａ判定農地です。 

○○委員 遊休農地の面積は農地台帳にも含まれてるんかいね。 

事務局 含まれてます。農地面積の２８７ｈａのうち５７ｈａが遊休農地です。 

○○委員 ２、３年したら荒廃農地になるようなものも多いじゃろうね。 

事務局 そういったものも多いと思います。 

議長 

 

他に何かないでしょうか。他に質問がないようですので、お諮りします。 

議案第３号「平成 30 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」、ご異議はありませんか。 

議場 (全員：異議なし) 

議長 異議なしと認めます。 

よって、議案第３号「平成 30 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」は原案どおり承認することに決定しました。 

次に日程第２、議案第４号「平成 31 年度の目標及びその達成に向けた



活動計画（案）について」を議題とします。 

事務局から議案の説明をお願いします。 

事務局 それでは、議案第４号「平成 31 年度の目標及びその達成に向けた活動

計画(案)」についてご説明させていただきます。別紙様式１をご覧くださ

い。 

平成 31年度の計画についてですが、まず、１ページ目のⅠの「農業委員

会の状況」は、１ページのとおりとなっております。数値等は、前年度分

と同様に農林業センサスの数値等をもとに作成したものとなっておりま

す。 

次に２ページ目のⅡの担い手への農地の利用集積・集約化については、

30年度実績でお話ししたように、担い手の不足から、集約が難しいような

状況がございますので、低めの設定としております。町としてもイベント

や補助事業等で担い手さんの方で活用できるものがあれば情報提供なり

を実施していくよう考えております。 

次に３ページ目のⅣ「遊休農地に関する措置」の ２ 平成 31 年度の

目標案及び活動計画案ですが、農地の利用状況調査を７月から８月にかけ

て実施したいと思っております。７月の委員会にて詳しくご説明させてい

ただく予定となっておりますのでよろしくお願いいたします。 

農繁期であり、大変ご負担をおかけしているところでございますが、引

き続き、どうぞよろしくお願いいたします。以上で説明を終わります。 

議長 ありがとうございました。当案件について、何か質問はありませんか。 

議場 (全員：質問なし) 

議長 

 

質問がないようですので、お諮りします。 

議案第４号「平成 31年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）に

ついて」、ご異議はありませんか。 

議場 (全員：異議なし) 

議長 異議なしと認めます。 

よって、議案第４号「平成 31 年度の目標及びその達成に向けた活動計

画（案）について」は原案どおり承認することに決定しました。 

次に、日程第３、議案第５号「農地法第３条の規定による許可申請について」

を議題とします。 



事務局からの説明をお願いします。 

事務局 議案第５号の農地法第３条の許可申請について、ご説明いたします。 

まず、申請場所についてですが、議案の位置図をご覧ください。 

申請場所は○○地区にある○○○○○の南側にある畑１筆 １，３６３

㎡になります。今回の議案の内容は、譲渡人から弟さんへ売買による所有

権移転となります。譲受人はこの所有権移転により、農地を約１３アール

所有することになるため、本町の下限面積の１０アールを満たしておりま

す。また、当該農地は既に２分の１は、譲受人が所有しており、これまで

も農業を行っていることから、設備等を含め農業の継続について問題無い

と思われます。農地法第３条の規定による許可申請については、以上です。

審議のほどよろしくお願いします。 

議長 ただいまの説明に関連して、農地利用最適化推進委員の調査結果の報告

ならびに補足説明を求めます。 

○○委員お願いします。 

○○委員 ６月７日に事務局と現地を確認しました。 

 事務局の説明のとおり、お兄さんが高齢で耕作が難しいことから、現に

管理している弟さんに所有権を移転するとのことです。現地を確認しまし

たが、耕作もされており、一部耕作されていない箇所の周辺が道路となる

のですが、草刈り等をされて管理しておられるようですので特に問題はな

いと思います。以上です。 

議長 ありがとうございました。当案件について、何か質問はありませんか。 

議場 (全員：質問なし) 

議長 質問がないようですので、お諮りします。 

議案第５号「農地法第３条の規定による許可申請について」、ご異議はありま

せんか。 

議場 (全員：異議なし) 

議長 異議なしと認めます。 

よって、議案第５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

おり承認することに決定しました。 

次に、日程第４、議案第６号「農地改良届について」を議題とします。 



事務局からの説明をお願いします。 

事務局 それでは 議案第６号について、提案理由をご説明いたします。 

議案第６号の農地改良届出につきましては、隣接地と面にする内容の農

地改良を行おうとするものです。 

申請地は現在道路や隣接地に比べ高くなっているため、切り土を行うこ

とにより、土砂の流出防止や機器の搬入等を容易にすることで、より耕作

に適した畑とすることを目的としております。また、残土については、処

分場及び搬出計画に基づいて適切に処分されることを確認しています。 

今年は耕作されませんでしたが、来年には、再び畑として耕作すること

を約束されておられます。 

この申請に必要な書面は具備されており、適法な申請であると認められ

るものと思われます。事務局からの説明は、以上でございます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議長 ただいまの説明に関連して、農地利用最適化推進委員の調査結果の報告

ならびに補足説明を求めます。○○委員お願いします。 

○○委員 先ほどと同じく事務局と６月７日に現地を確認しました。 

この農地については、４月に一部転用届出がされているようですが、残

りの部分について、耕作しやすい高さにするということでした。申請内

容からも特に問題ないと思います。以上です。 

議長 ありがとうございました。当案件について、何か質問はありませんか。 

○○委員  一部駐車場になるの。 

事務局  今回農地改良する畑の一部、31㎡になりますが、事務所等として利用

されるということで転用届出がされております。 

○○委員 31 ㎡だけ。 

事務局  当初は農地改良する畑と隣接する農地についてのみ、事務所用地等と

しての転用届出がされており、今回の農地改良する畑に影響は無いはず

でしたが、工事図面を確認した結果、31㎡ほどですが事務所用地として

入っていましたので転用届届出をして頂いております。 

○○委員 分かりました。 

議長 他に質問がないでしょうか。ないようですので、お諮りします。 



議案第６号「農地改良届について」、ご異議はありませんか。 

議場 (全員：異議なし) 

議長 異議なしと認めます。 

よって、議案第６号「農地改良届について」は原案どおり承認すること

に決定しました。 

次に、日程第５、議案第７号「非農地証明申請について」を議題としま

す。事務局より議案の説明をさせます。 

事務局 議案第７号、非農地証明申請について説明いたします。 

 この審議の内容は、令和元年５月 27 日付で非農地証明申請書が提出さ

れたことによるものでございます。 

 具体的な場所としましては、資料にありますとおり、○○地区の○○○

○付近となります。 

この度申請のあった農地は、筆界未定地の一部となっておりますが、こ

れは５月 20 日に開催された委員会において、承認を頂きました非農地証

明申請と同一箇所となっております。 

前回委員会時に説明させて頂いておりますが、非農地証明の発行に当た

っては、基本的には現地の場所の特定が出来ることが望ましいのですが、

筆界未定地全ての状況を勘案し、全ての農地が非農地の要件に合致すれば

非農地証明が発行できるものと考えております。 

以上のことから、通常であれば、担当地区の最適化委員と現地調査を行

い判定するものではございますが、既に前回の委員会で、筆界未定地全て

が非農地である事を確認しておりますので、同様に非農地として判定を行

うものでございます。以上で説明を終わります。 

ご審議のほどよろしくお願いします。 

議長 ありがとうございました。当案件について、何か質問はありませんか。 

議長 質問がないようですので、お諮りします。 

議案第７号「非農地証明申請について」、ご異議はありませんか。 

議場 (全員：異議なし) 

議長 異議なしと認めます。 

よって、議案第７号「非農地証明申請について」は原案どおり承認する



ことに決定しました。 

次に、日程第６ 報告第４号「農地法第５条の規定による届出について」

事務局から報告をお願いします。 

事務局 報告第４号について、ご説明いたします。市街化区域内の農地について

は、許可を必要とせず、届出により転用することが認められております。

本件につきましては、先月に農地転用届出を受理したものを報告として上

げさせて頂いたもので、この度は、農地法第５条の規定による届出が２件

ありましたことを、ご報告します。説明については、以上です。 

議長 ありがとうございました。以上で本日の日程はすべて終了しました。こ

こで事務局から連絡事項があります。 

事務局 （事務局から連絡事項） 

議長 次回の農業委員会は７月１９日金曜日の午前９時から開催予定です。 

 議案については７月８日以降に事務局から送付予定です。 

以上をもちまして、令和元年度第２回熊野町農業委員会を閉会します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の記録の内容が正確であることを証するため署名する。 

 

議  長               印  

署名委員               印  

署名委員               印  

 

 


