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甲府市農業委員会１月定例総会議事録 

 

１．日  時  令和２年１月３０日（木曜日）午後２時００分から２時３０分  

 

２．会  場  ホテルクラウンパレス甲府 

 

３．出席委員（19名） 

     会長・西名武洋  会長職務代理者・柿嶋 敦 

   【農業委員】 

1番 保坂 敬夫  2番 福島 昌之   3番 矢﨑 正勝    4番 米山 夫佐子 

5番 落合 洋子   6番 田中 由美  7番 土屋 三千雄  8番 長田 孝夫 

9番 菊島  建 10番 關野  登  11番 森  信二  12番 花形 満寛 

 13番 末木 瑞夫  14番 土屋 正人   15番 萩原 爲仁   16番 小林 雅宗 

  17番 山本  一 

【最適化推進委員】 

1番 植田  泰  2番 山本 光信  3番 平澤 友良   4番 望月 典雄 

5番 埴原 久徳  7番 萩原 靖彦  6番 栁澤  榮   8番 萩原  斉 

9番 越石 和昭 10番 市村 秀俊  11番 向山 章雄  12番 齊藤 藤雄   

15番 塚田 泰英 16番 佐野 勝紀 18番 深田 喜徳  

 

４．欠席委員（0名）  

   【最適化推進委員】 

13番 佐々 木茂隆  14番 渡邉 初男  17番 米山 伸一  19番 小澤  博 

 

５．職務のために出席した農業委員会事務局職員の職氏名 

   事 務 局 長 青木  進 

農地係 係 長  斉藤 欣也 

係 長 佐野 慶一 

主 事 一ノ瀬 匠 

   振興係 係 長 牧野 公治 

 

６．議  案 

議案第１号 農地法第３条の規程による許可申請について 

議案第２号 農地法第４条の規程による許可申請について 

議案第３号 農地法第５条の規程による許可申請について 

議案第４号 令和２年１月告示分農用地利用集積計画について 
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 報告案件 

報告第１号 山梨県農業会議への諮問結果について 

報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

報告第３号 農地法第５条の規定による届出について（市街化区域届出） 

報告第４号 競・公売適格証明願について（市街化区域届出） 

報告第５号 農用地利用集積計画の解約について 

 

午後 3時 00分 開会 

 

○事務局（斉藤係長） 

   それでは、令和２年度 1月定例総会を始めます。 

本日の会議は、農業委員定数 19名中、19名全員が出席しておりますので、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いることをご報告

いたします。 

つづきまして、西名会長より ごあいさつ をいただきます。会長お願いいたします。 

 

○議長（西名会長） 

《 西名会長 挨拶 略 》 

 

○事務局（斉藤係長） 

   ありがとうございました。では、甲府市農業委員会総会会議規則により、会長が議

長を務め会議を進めて参ります。会長よろしく、お願いいたします。 

 

○議長（西名会長） 

   ただ今から、甲府市農業委員会 1 月定例総会を、農業委員会等に関する法律、並び

に甲府市農業委員会総会会議規則により、会議を進めて参りますのでお願いします。 

   それでは最初に、1月定例総会の議事録署名委員ですが、議席の順番により、8番の

長田孝夫委員、9番の菊島建委員のお二人にお願いしたいと思います。 

それでは早速、議案の審議に入っていきたいと思います。議案第 1 号は農地法第 3

条の規定による許可申請についてです。事務局より説明をお願いします。 

 

○事務局（一ノ瀬主事） 

今月の第 3 条許可申請は有償移転が 1 件ございまして、第 3 条の資格要件を全て満

たしております。議案書 1ページの 1番をご覧ください。申請地の所在、地目、面積、

譲渡人、譲受人については、議案書記載のとおりです。田通二之橋から○○ｍほど○

○に位置する農地で、東面、南面、北面は農地、西面は道路となっています。譲受人

は、○○○○○○○○○○を行っているが、新山梨環状道路の用地買収に伴い代替地

取得を希望とのことです。譲受人の現在の経営面積は○○○㎡ですが、取得後は計画
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面積が○○○㎡となり、申請地には○○○○を行なう計画です。以上でございます。 

○議長（西名会長） 

事務局からの説明が終わりました。ここで、地元委員からの補足説明をお願いしま

す。この案件は山城地区ですので、米山委員よりお願いします。 

○山城地区委員（米山委員） 

   米山と申します。よろしくお願いいたします。 

   この案件は、譲受人は新環状道路用地買収に伴う替地ということで、事務局の説明

どおりで、問題ないと思います。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（西名会長） 

   ありがとうございました。 

地元委員の米山委員から補足説明が終りました。新山梨環状道路の買収に伴い本人

が、農地が減るということで、代替地を求めるという内容です。 

皆様から、質問や意見がありましたらお願いします。 

≪ 無しの場合 ≫  

○議長（西名会長） 

それでは、意見もないようなので、採決をいたします。 

議案第 1号の農地法 3条の案件に賛成の方は、挙手をしてください。 

≪ 全員賛成 ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。全員の方の挙手をいただきましたので、議案第 1 号につ

いては決定し、許可書の交付をして参ります。 

  つづいて、議案第 2 号は農地法第 4 条第 1 項の規定による許可申請についてです。

事務局より説明してください。 

 

○事務局（一ノ瀬主事） 

今月の 4 条許可申請は 2 件でございます。議案書 2 ページの１番、地図は 1 ページ

の 4条№1をご覧ください。申請地の所在、地目、面積、申請人については、議案書記

載のとおりです。梅ノ木町公民館から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面、南面、

北面は宅地、西面は雑種地となっています。農地区分は、第 2種農地と判断しました。

申請人は、現在の○○○○○となったため、申請地に○○○○○○○したいとのこと

です。転用後は、○○○○○○○○○○○する予定です。 

続きまして、議案書 2番、地図は 2ページの 4条№2をご覧ください。申請地の所在、

地目、面積、申請人については、議案書記載のとおりです。考古博物館交差点から○

○ｍほど○○に位置する農地で、東面、南面、西面、北面は山林となっています。農

地区分は、第 2 種農地と判断しました。申請地は傾斜面で山林に囲まれ、平成○年頃

から許可を受けずに山林として転用しており、農地への復元は難しく山林に転用した

いとのことから、今回始末書添付による申請となります。以上でございます。 
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○議長（西名会長） 

事務局から、2件の説明が終わりました。 

つぎに、地元委員からの補足説明をお願いします。 

1番の案件は、玉諸地区ですので落合委員よりお願いします。 

○玉諸地区委員（落合委員） 

   落合です。よろしくお願いします。1番の案件について、住所が○○○○で、あれっ

て思う方もいると思いますが、この方が相続した土地で、何ら問題はないと思います。

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。 

2番の案件は 中道北地区ですので土屋正人委員よりお願いします。 

○中道北地区委員（土屋正人委員） 

2番の案件は、事務局の説明通りです。よろしくご審議の程お願いします。 

○議長（西名会長） 

   ありがとうございました。地元委員から補足説明が終わりました。 

これより、質疑に入ります。皆様から、質問や意見はありますか。 

≪ 無しの場合 ≫  

○議長（西名会長） 

それでは、特別ご意見も無いようなので、採決をいたします。 

議案第 2号農地法第 4条の規定による許可申請に賛成の方は、挙手をしてください。 

≪ 全員賛成 ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。全員の方の挙手をいただきましたので、議案第 2 号の案

件については、1,000㎡未満ですので、許可書の交付をして参ります。 

  つづいて、議案第 3 号は農地法第 5 条第 1 項の規定による許可申請についてです。

事務局より説明してください。 

 

○事務局（一ノ瀬主事） 

今月の 5 条許可申請は、使用貸借が 1 件となります。議案書 3 ページの 1 番、地図

は 3ページの 5条№1をご覧ください。申請地の所在、地目、面積、借人、貸人につい

ては議案書記載のとおりです。宮原大橋から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面、

北面は宅地、南面、西面は農地となっています。農地区分は、第 2 種農地と判断しま

した。借人は貸人の○○にあたり、現在の○○○○○となったため、申請地を貸借し、

○○○○○○○したいとのことです。転用後は、○○○○○○○○○○○する予定で

す。以上でございます。 

○議長（西名会長） 

事務局から、説明が終わりました。 

ここで地元委員である、菊島委員からの補足説明をお願いします。 
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○大里地区委員（菊島委員） 

   この案件は、○○○○○○○たいということで、周りも住宅地であり、水の問題も

なく、何ら問題はないと思いますので、よろしくご審議のほど、お願いします。 

○議長（西名会長） 

   ありがとうございました。地元委員から、補足説明が終わりました。 

これより、質疑に入ります。皆様から、質問や意見はありましたらお願いします。 

≪ 無しの場合 ≫  

○議長（西名会長） 

特別ないようですので、採決をいたします。 

議案第 3号、農地法 5条の許可申請に賛成の方は、挙手をしてください。 

≪ 全員賛成 ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。全員の挙手をいただきましたので、議案第 3 号は決定し

て参ります。また、この案件は 1,000㎡未満ですので、許可書の交付をして参ります。 

つぎに、報告第 1号から第 4号について、事務局より説明して下さい。 

 

○事務局（一ノ瀬主事） 

それでは、報告事項の説明をいたします。まず議案書 4 ページをご覧ください。先

月の総会案件のうち、5条の申請について山梨県農業会議へ諮問をした結果、いずれの

案件も許可相当との答申を受けました。5ページからは令和元年 12月 10日から令和 2

年 1 月 8 日までに受理しました相続等の届出や市街化区域における各種の届出を掲載

しております。なお、それぞれの転用目的や農地の所在、届出人等につきましては、

議案書に記載のとおりであり、受理通知につきましては、事務局長の専決により交付

済みとなっております。以上でございます。 

○議長（西名会長） 

報告事項について、事務局からの説明が終わりました。 

報告事項ですが、皆様から何かありましたらお願いします。 

≪ 無しの場合 ≫  

○議長（西名会長） 

特別無いようですので、報告第 1 号から第 4 号については、報告事項ですので、ご

了承願いたいと思います。 

つぎに、議案第 4 号は 令和 2 年 2 月告示分 農用地利用集積計画についてです。

また、関連がありますので、報告第 5 号農業地利用集積計画の解約についても併せて

説明してください。 

 

○事務局（牧野係長） 

ご説明に先立ちまして、議案書の訂正があります。議案書 20ページ 28番及び 21ペ

ージ 29 番、利用権の設定を受ける者の住所の下に、新規就農者と追加してください。
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お詫びして訂正いたします。 

それでは説明に入ります。農地銀行を利用する案件は、新規設定 14 件、再設定 33

件、計 47件の申し出がありました。議案書 8ページの表は、新規設定です。山城、中

道北、中道南地区からの申し出があり、合計面積は 24,651㎡です。中段の表は、平成

31 年度の目標面積 115,900 ㎡に対し、設定面積は 129,303 ㎡、達成率は 112％です。

続いて 9 ページの表は、再設定です。宮本、甲運、玉諸、二川、山城、大鎌田、中道

北、中道南地区からの申し出があり、合計面積は 59,076.43 ㎡です。中段の表、平成

31 年度の目標面積 290,000 ㎡に対し、設定面積は 338,932 ㎡、達成率は 117％です。

10 ページ 1 番から 15 ページ 14 番は新規設定です。15 ページ 15 番から 23 ページ

35 番は再設定です。23 ページ 36 番から 27 ページ 47 番までは再設定の更新となっ

ています。補足説明が必要となる、新規就農者、法人の案件を読み上げさせていた

だきます。その他につきましては、議案書記載のとおりとなっています。 

それでは、11ページ 4番をご覧ください。新規就農者の案件を説明します。借り手・

貸し手及び、所在、地目、面積、利用目的、貸借期間については、記載のとおりとな

っております。借り手は、年齢○○歳で、平成○○年から平成○○年まで○○○にあ

る農業生産法人で○○○○○○○○○に従事し、平成○○年から現在まで○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○に従事しています。甲府の南側に農地を探し

ていたところ、今回の土地を借りられることになりました。成園の○○○○○○はワ

イナリーとの契約栽培、苗木を植えつける○○○○○○○○○は農協、直売所への出

荷を予定しています。将来的には、知り合いの農家と協働することで、野菜栽培にも

経営を広げて行きたいと考えています。 

続いて 16 ページ 16 番について、説明します。借り手は農地所有適格法人です。借

り手・貸し手及び、所在、地目、面積、利用目的、貸借期間については、記載のとお

りとなっております。借り手につきましては、令和○年○○月○○日に会社設立しま

した。主に○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○を直売及び観光農園として、

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○を市場、直売所へ出荷する予

定です。今後、地域の農地を集約しつつ経営面積を拡大する計画です。 

続いて 20 ページ 28 番及び 21 ページ 29 番について、説明します。新規就農者の案

件を説明します。借り手は、年齢は○○歳で、平成○○年から令和○年まで実家の農

業で○○○○○○○○○○○○○○○○に従事しています。今後、独立して農業経営

を行っていくためご本人名義で農地を借りることになりました。○○○○○○○○○

○し農協、直売所へ出荷する予定です。繁忙期には家族、知り合いの農家から応援を

受けて経営を行っていく予定です。 

以上、全ての案件の借り手の経営地は、利用権設定に必要な下限面積及び、農作業

従事日数を超えており、耕作に供すべき農用地のすべてを効率的に利用しております。

これらを踏まえ、甲府市の農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に適合し

ていることから、農業経営基盤強化促進法第 18条第 3項による借手の要件を満たして

おります。 
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 引き続き、農用地利用集積計画の解約の報告です。議案書は 28ページをご覧くださ

い。今月は 3 件の解約となります。解約の内容、理由につきましては、記載のとおり

となっております。解約の届けが提出されましたので報告いたします。以上案件につ

いて説明を終わります。 

○議長（西名会長） 

   事務局から、説明が終わりました。ここで、所有権移転や新規就農者及び法人など

が関係する案件若しくは特殊な案件について、地元委員から補足説明をいただくこと

としております。それでは、利用権設定の 4 番の案件について、中道北地区の山本委

員から補足説明をお願いします。 

○中道北地区委員（山本委員） 

   それでは、4番の案件の説明をいたします。当該農地所有者が○○のために 3年ほど

前から、毎年耕作者が変わるので、安定して耕作してくれる人を探していたというこ

とで、今回この案件が出てきました。借り手は○年間、農業法人にアルバイトとして

勤めていて、農業経験があります。農業法人ではこれまで○○を中心に経験してきて

いるので、当該農地では○○○○○○○されていますが、継続して作っていきたいと

いう計画です。いずれにしろ、借り手は熱心で年は○○歳ということですが、がんば

って、将来は○○も作ってみたいし、仲間と大きな経営も考えているようです。我々

も地域で見守っていきたいと思っています。 

○議長（西名会長） 

   ありがとうございました。つぎに、利用権設定の 16番の案件について、甲運地区の

森委員から補足説明をお願いします。 

○甲運地区委員（森委員） 

   この 16番の案件については、先月、新規就農ということで○○○という○○を設立

して 2 人で熱心にやっていることを申しあげました。また、面積や規模を徐々に拡大

して、しっかりやっていきたいということですので、よろしくお願いします。 

○議長（西名会長） 

   ありがとうございました。つぎに、利用権設定の 28番、29番の案件について、中道

北地区の土屋正人委員から補足説明をお願いします。 

○中道北地区委員（土屋正人委員） 

   この方は、事務局から利用権の設定の基準に十二分に満たしているということで、

設定になったわけですが、農業法人としての先人の方が耕作していたのですが、なか

なか手がまわらず、半分荒廃農地になりつつあるところを、要件を満たしているとい

うことで、まさしく渡りに船ということで、この案件があがったところです。よろし

くご審議の程お願いします。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。今、地元委員さんから必要なところについて補足説明が

ありました。これより質疑に入ります。皆様から質問や意見はありますか。 
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○玉諸地区委員（落合委員） 

   16 番の案件は、期間が 5 年 9 ヶ月と中途半端な設定ですが、何か理由があるのでし

ょうか。 

○議長（西名会長） 

   それでは、事務局から説明をお願いします。 

○事務局（牧野係長） 

   契約期間については、貸し手と借り手との話合いで決められます。但し、法例等に

違反しない限りにおいてです。 

○議長（西名会長） 

   事務局長から、補足があるようです。お願いします。 

○事務局長（青木局長） 

   16 番の案件の場所は、果樹ということで、○○○○になっておりますので、多分収

穫までというような内容の契約であり、収穫が終わったら元に戻して返すという契約

なんだろうと思います。 

○玉諸地区（落合委員） 

   ありがとうございました。 

○議長（西名会長） 

   田んぼや畑であれば、まるまる 1 年契約でしょうけど、収穫が 9 月に終わった時点

でということのようです。 

   他にいかがでしょうか。 

≪ 無しの場合 ≫  

○議長（西名会長） 

特別ないようなので、採決をいたします。 

議案第 4号の利用権設定に賛成の方は、挙手をしてください。 

≪ 全員賛成 ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。全員の方の挙手をいただきましたので、議案第 4 号につ

いては決定して参ります。 

  なお、報告第 5号は報告事項ですので、ご了承をお願いします。 

○議長（西名会長） 

   以上で、本日予定している案件は、全て終了いたしました。 

その他で皆様から提案等、何かありましたらお願いします。 

≪ 無しの場合 ≫  

 

○議長（西名会長） 

それでは、特に無いようなので、1月の定例総会を終わります。 

皆様のご協力により、スムーズに議事が進行されました。ありがとうございました。 

午後 2時 30分 閉会 


