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甲府市農業委員会２月定例総会議事録 

 

１．日  時  令和２年２月２８日（金曜日）午後２時００分から午後２時５０分 

 

２．会  場  甲府市南公民館 

 

３．出席委員（16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  3番 矢﨑 正勝    4番 米山 夫佐子 5番 落合 洋子 

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 

16番 小林 雅宗   17番 山本  一 

 

４．欠席委員（3名）  

  【農業委員】 

2番 福島 昌之  6番 田中 由美 15番 萩原 爲仁 

 

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 

       技 師 井上 健洋 

 

６．議  案 

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４条の規定による許可申請について 

議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第４号 特定農地貸付（市民農園）の承認について 

議案第５号 令和２年３月告示分農用地利用集積計画について 

 

 報告案件 

報告第１号 農地法第３条の３第１項による届出について 

報告第２号 農地法第４条の規定による届出について（市街化区域届出） 
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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 2時 00分 開会 

 

○事務局（斉藤係長） 

   それでは、令和２年２月定例総会を始めます。 

本日の総会は、農業委員定数 19名中 16名が出席し、過半数に達しておりますので、

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。それでは、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 2 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。 

   まず始めに、2 月定例総会の議事録署名委員ですが、議席の順番により 10 番の關野

登委員と、11番の森信二委員のお二人にお願いしたいと思います。 

 

○議長（西名会長） 

それでは議案審議を始めます。議案第 1 号は農地法第 3 条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） 

今月の第 3 条許可申請は有償移転が 4 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。廣学寺から○○ｍほど○○に

位置する農地で、東面は宅地、南面は農地及び宅地、北面、西面は農地となっていま

す。譲受人は、○○○○○○○を行っているが、新たな農地購入を検討していたとこ

ろ、申請地が隣接しており、利便性に適していることから、取得し○○○○○○○し

たいとのことです。譲受人の現在の経営面積は○○○㎡ですが、取得後は計画面積が

○○○㎡となり、○○○○を行う計画です。 



 3 

続きまして、議案書 2 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。常安寺から○○ｍほど○○に位置する農

地で、東面、南面は農地、西面は境内地、北面は宅地となっています。譲受人は、○

○○○○○○○○○○○○を行っているが、新たな農地購入を検討していたところ、

申請地が隣接しており、利便性に適していることから、取得し○○○○○○○したい

とのことです。譲受人の現在の経営面積は○○○㎡ですが、取得後は計画面積が○○

○㎡となり、○○○○を行う計画です。 

続きまして、議案書 3番、2ページの 4番は関連案件となります。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。下鍛冶屋橋から○

○ｍほど○○に位置する農地で、東面、南面、西面、北面は農地となっています。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） 

事務局からひと通り説明が終わりました。ここで、地元委員から補足説明をお願い

したいと思います。１番の案件は甲運地区ですので、森委員よりお願いします。 

○甲運地区委員（森委員） 

   1 番の案件につきましては譲受人の○○○○○○○○○が将来帰ってきて耕作する

そうで、何ら問題ないと思います。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。つぎに 2 番から 4 番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） 

   山城地区の米山です。よろしくお願いします。2番の案件は、譲受人が○○○○○で、

近くにある○○○○○の近くにある場所を譲り受けたいそうです。3番、4番の案件は、

新環状道路に伴う替地ですので、特段問題ないと思います。事務局の説明通りです。

よろしくご審議を、お願いします。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。地元委員からの説明がありました。それでは質疑に入り

ます。皆様から質問や意見がありましたらお願いします。 

≪ 質問・意見なし ≫ 

○議長（西名会長） 

   それでは、特に意見もないようですので、ここで採決をさせていただきます。 

議案第 1号の農地法第 3条による許可申請に賛成の方は、挙手をお願いします。 

≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。 
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全員の賛成の挙手をいただいたので、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 3 件でございます。議案書 3 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。昇仙峡警察官駐在所から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面は

雑種地、南面及び西面は農地、北面はため池となっています。農地区分は、第 2 種農

地と判断しました。申請人は、平成○年頃より、申請者が○○○○○○○○として転

用していたことから、今回始末書添付による申請となります。 

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。廣学寺から○○ｍほど○

○に位置する農地で、東面、南面、北面は農地、西面は宅地となっています。農地区

分は、第 2 種農地と判断しました。申請人は、平成○○年頃より、申請者が○○○○

として転用していたことから、今回始末書添付による申請となります。 

続きまして、議案書 3番、地図は 3ページの 4条№3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。中畑西川橋から○○ｍほ

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

地区分は、第１種農地と判断しました。申請人は、中道地区で○○○○○○○を中心

に営農しているが、申請地が接道より低くなっており肥料や農機具の搬入をする上で

支障になることから、耕作土搬入を行い耕作の効率化を図りたいとのことです。なお、

一時転用期間は許可日から 3 年間となり、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、地元委員から補足説明をお願いしたいと

思います。１番の案件は千代田地区ですので、末木委員よりお願いします。 

○千代田地区委員（末木委員） 

   先ほど事務局が説明されたとおりです。昔からここを使っていたということですの

で、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。つぎに 2 番の案件は甲運地区ですので、森委員よりお願

いします。 

○甲運地区委員（森委員） 

   2番の案件ですが、事務局の説明通りで何ら問題ないと思います。よろしくご審議を、

お願いします。 
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○議長（西名会長） 

ありがとうございました。つぎに 3 番の案件は中道南地区ですので、小林委員より

お願いします。 

○中道南地区委員（小林委員） 

   ただいま事務局から説明があった通りです。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。地元委員からの説明がありました。それでは質疑に入り

ます。皆様から質問や意見がありましたらお願いします。 

≪ 質問・意見なし ≫ 

○議長（西名会長） 

   それでは、特別ないようですので、議案第 2 号の農地法第 4 条の規定による許可申

請に賛成の方は、挙手をお願いします。 

≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。 

全員の賛成の挙手をいただきました。議案 2 号については決定し、全て 1,000 ㎡未

満以上の案件となりますので、許可書の交付をして参ります。 

   つぎに、議案第 3 号は農地法第 5 条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、所有権移転が 5 件、賃貸借が 1 件となります。議案書 4 ペ

ージの 1 番、地図は 4 ページの 5 条№1 をご覧ください。申請地の所在、地目、面積、

譲受人、譲渡人については議案書記載のとおりです。和戸西交差点から○○ｍほど○

○に位置する農地で、東面、南面は宅地、西面は学校用地及び宅地、北面は農地とな

っています。農地区分は、第 2 種農地と判断しました。譲受人は○○○○○○○○○

○○○○しているが、近年○○○○○○○○○○○○○○○に伴い、土地選定してい

たところ、申請地が立地条件及び利便性に適していることから、取得し、転用したい

とのことです。 

続きまして議案書 2 番、地図は 5 ページの 5 条№2 をご覧ください。申請地の所在、

地目、面積、賃借人、賃貸人については議案書記載のとおりです。蓬沢交差点から○

○ｍほど○○に位置する農地で、東面、南面、西面は農地、北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。賃借人は、○○○○○○○○○○○

○しているが、現在○○○○が不足しており、土地選定していたところ、申請地が立

地条件及び利便性に適していることから、賃借し○○○○○○○○○○○○として、

転用したいとのことです。 

続きまして、議案書 3番、地図は 6ページの 5条№3をご覧ください。説明に先立ち

まして、建築条件付売買予定地の説明をいたします。別紙をご覧ください。建築条件
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付売買予定地といいますのは、昨年 3 月より国が認めた建売分譲への転用方法の一つ

であり 3 か月以内に土地売買、設計、建築の各種請負契約を各戸ごとに済ます事で、

従来であれば基礎工事完了後でないと地目変更ができないものを、住宅の建築を完了

せずに地目変更を行える制度です。ただし、3ヶ月以内に全戸の契約完了に至らなかっ

た場合は最長 3 年間の猶予期間の後に転用事業者が自ら建築しなければなりません。

また、完了するまで毎年農業委員会への報告義務が生じます。 

議案の説明に戻ります。申請地の所在、地目、面積、譲受人、譲渡人については議

案書記載のとおりです。安立寺から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面は農地、

南面は宅地及び農地、西面は宅地、北面は道路となっています。農地区分は、第 3 種

農地と判断しました。譲受人は○○○○○○○○○○○○○しているが、申請地は立

地条件に適しており需要が見込まれるため○○○○○○○○○○○○○○に転用した

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 5ページの 4番、地図は 7ページの 5条№4をご覧ください。申

請地の所在、地目、面積、譲受人、譲渡人については議案書記載のとおりです。桜橋

から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面、北面は宅地、南面、西面は用悪水路と

なっています。農地区分は、第 2 種農地と判断しました。譲受人は○○○○○○○○

○○○○しているが、○○○○○○○○○○○○○○○○○○が不足し土地選定して

いたところ、申請地が立地条件及び利便性に適していることから、取得し○○○○と

して、転用したいとのことです。 

続きまして、議案書 5番、地図は 8ページの 5条№5をご覧ください。申請地の所在、

地目、面積、譲受人、譲渡人については議案書記載のとおりです。天神橋から○○ｍ

ほど○○に位置する農地で、東面は道路、南面は宅地、西面は農地及び宅地、北面は

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。譲受人は、隣接地に

おいて○○○○○○○しているが、現在○○○○○○○○○が不足しており、土地選

定していたところ、申請地が立地条件及び利便性に適していることから、取得し○○

○○○○○○○として、転用したいとのことです。 

続きまして、議案書 5ページ、6ページの 6番、地図は 9ページの 5条№6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。食品工業団地入口交差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面、西面は

雑種地、南面は農地、北面は道路となっています。農地区分は、第 3 種農地と判断し

ました。譲受人は、申請地から北側の道路を挟んだ敷地において○○○○○○○○し

ているが、現在○○○○○○○○が不足しており、土地選定していたところ、申請地

が立地条件及び利便性に適していることから、取得し○○○○○○○○に転用したい

とのことです。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。つぎに、地元委員さんから補足説明をお願いした

いと思います。1番の案件は甲運地区ですので、森委員よりお願いします。 
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○甲運地区委員（森委員） 

   1番の案件については、何年か前から話は聞いていたのですが、今使っている○○が

老朽化しているということで、土地を見つけて建て直すということです。後の細かい

説明は事務局の説明通りです。よろしくご審議をお願いします。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。2番の案件は玉諸地区ですので、落合委員より説明をお願

いします。 

○玉諸地区委員（落合委員） 

玉諸地区落合です。よろしくお願いいたします。地図をご覧いただくと分かります

とおり、○○○○として使っても、周りに迷惑は掛からないと思います。事務局の説

明通りです。よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。3番の案件は山城地区ですので、關野委員より説明をお願

いします。 

○山城地区委員（關野委員） 

申請地につきましては、北側に市道があり、ここに隣接する農地でございます。上

町自治会内の集落内にあります。○○○への接続や隣接農地に関しては、問題ないと

思います。ご審議をお願いします。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。4番の案件は大里地区ですので、菊島委員より説明をお願

いします。 

○大里地区委員（菊島委員） 

   この場所は、周りに迷惑のかかることもないですし、雨水のことを心配したのです

が、雨水は地下浸透で間に合うということです。○○○○ということでクリアできる

と思います。何ら問題ないと思います。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。5番の案件は中道南地区ですので、長田委員より説明をお

願いします。 

○中道南地区委員（長田委員） 

   5番の案件ですが、中道でも南地域と北地域という 2地域に大きく分けれますが、北

地域は開発があるのですが、南地域はほとんど開発のない地域の中で、今度○○○を

作って地域の活性化に繋げていきたい考え方だそうなので、地域としても全面的に協

力していきたいと思いますので、よろしくご審議をお願いします。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。6番の案件は中道北地区ですので、山本委員より説明をお

願いします。 

○中道北地区委員（山本委員） 

   6番でございますが、○○○○○○○○○○○○エリアの中の土地ですが、エリア内
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の残存農地ということですので、何ら問題ないと思います。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。ひととおり地元委員から補足説明をいただきました。こ

れより質疑に入ります。皆様から質問や意見がありましたらお願いします。 

≪ 質問・意見なし ≫ 

○議長（西名会長） 

   それでは、ここで採決をさせていただきます。 

議案第 3号の農地法第 5条の案件に賛成の方は、挙手をお願いします。 

≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。 

全員の賛成の挙手をいただきました。議案 3号の案件のうち、5番の案件については

1,000㎡未満の案件ですので、許可書の交付をしてまいります。それ以外の案件は 1,000

㎡以上の案件となりますので、許可相当ということで、県農業会議に諮問して参りま

す。 

   つぎに、議案第 4 号は特定農地貸付（市民農園）の承認についてです。事務局より

説明してください。 

 

○事務局（一ノ瀬主事） 

特定農地の貸付は、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律で定めら

れており、法第 3条の特定農地貸付けの承認を求めることができるとされています。  

特定農地貸付法の解説といたしまして、法第 3 条、特定農地貸付けを行おうとする

者は、その特定農地貸付けについて、申請書に貸付規程及び、貸付規程及び貸付協定

を添えてその特定農地貸付けに係る農地の所在地を管轄する農業委員会に提出して、

承認を求めることができるとあります。 2 項で、前項の貸付規程には、次に掲げる事

項を記載しなければならないとあり、1、特定農地貸付けの用に供する農地の所在、地

番及び面積、2、特定農地貸付けを受ける者の募集及び選考の方法、3、特定農地貸付

けに係る農地の貸付けの期間その他の条件、4、特定農地貸付けに係る農地の適切な利

用を確保するための方法、5、その他農林水産省令で定める事項です。3 項で、農業委

員会は、承認の申請があった場合において、その申請が次に掲げる要件に該当すると

認めるときは、その旨の承認をするものとする。1、農地の周辺の地域における農用地

の農業上の効率的かつ総合的な利用を確保する見地からみて、当該農地が適切な位置

にあり、かつ、妥当な規模を超えないものであること。2、特定農地貸付けを受ける者

の募集及び選考の方法が公平かつ適正なものであること。3、前項第三号から第五号ま

でに掲げる事項が、特定農地貸付けの適正かつ円滑な実施を確保するために有効かつ

適切なものであること。4、その他政令で定める基準に適合するものであること。4 項

で、前三項に規定するもののほか、前項の承認及びその取消しに関し必要な事項は、

政令で定める。とあります。 



 9 

議案書 7 ページの 1 番、地図は 10 ページの特定農地貸付№1 をご覧ください。申請

地の所在・地目・面積・申請者等については議案書記載のとおりです。西河原橋から

40ｍほど南東に位置する農地です。申請者は、農業者以外の者が野菜や花等を栽培し

て、自然にふれ合うとともに、農業に対する理解を深めることを目的に市民農園とし

て既設市民農園 98区画を引き続き開設し、貸付けたいとのことです。申請者は、特定

農地貸付規定を定めております。また、貸付期間は 1年 10か月間とし、賃料は 1区画

当たり 9,166円となっており、開設規模については、1区画 40㎡で、計 98区画の計画

となっております。 

〇議長（西名会長） 

   事務局から説明が終わりました。 

   次に、この案件は、山城地区ですので、地元委員の米山委員から補足説明をお願い

します。 

〇山城地区委員（米山委員） 

   補足説明を致します。事務局の説明通りで問題ないと思います。農業者以外の方が、

有効利用の適切な面積を取得するということで、良い計画だと思います。よろしくご

審議をお願いします。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。これより質疑に入ります。皆様から質問や意見がありま

したらお願いします。 

≪ 質問・意見なし ≫ 

○議長（西名会長） 

   それでは、採決をさせていただきます。 

議案第 4 号の特定農地貸付（市民農園）の承認について賛成の方は、挙手をお願い

します。 

≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。 

全員の承認の挙手をいただきました。この案件につきましては、承認されたことを

回答してまいります。 

   つぎに、報告第 1号から第 4号について、事務局より報告をお願いします。 

 

○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。先月の総会案件のうち、山梨県農業会議

へ諮問をした案件はございません。8ページからは令和 2年１月 9日から令和 2年 2月

12 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。 
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○議長（西名会長） 

   事務局から説明が終わりました。報告第 1号から第 4号について、報告事項ですが、

皆様からご質問がありましたらお願いします。 

≪ 質問・意見なし ≫ 

○議長（西名会長） 

こちらは報告事項ですので、ご了承をお願いいたします。 

つぎに、議案第 5号、令和 2年 3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 号農用地利用集積計画の解約についても併せて事務局

より説明してください。 

 

○事務局（井上技師） 

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 10 件、再設定 18

件、計 28 件の申し出がありました。議案書 16 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 20,944㎡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 150,247㎡、達成率は 130％です。

続いて 17ページの表は、再設定です。里垣・甲運・玉諸・二川・山城・中道北・中道

南地区からの申し出があり、合計面積は 33,588.54㎡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 371,612㎡、達成率は 128％です。18 ページ 1

番から 21 ページ 10 番は新規設定です。22 ページ 11 番から 25 ページ 20 番は再設

定です。25 ページ 21 番から 28 ページ 28 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、21ページ 8番及び 9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、年齢は○○歳で、平成○○年から平成○○年まで

実家の農地で○○○○○○○○○○○○○○○○していました。退職を機に、通作に

適した今回の農地を借り受け就農しました。○○○○○○○○○○○○○○し、直売

所に出荷する予定です。将来的には、近隣の農地を買い入れて規模拡大する予定です。 

続いて 21 ページ 10 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、平成○○年に○○○○としての体裁を

整え、平成○○年○月○日に○○○○○○として発足しました。直売所運営・レスト

ランへの食材納入・売店での委託販売をはじめ、○○○○○○○○○○のギフト販売

や、インターネット販売も行うなど精力的に事業を展開しております。また加工所を

開き、○○○○○○○○の 6 次産業化の製品作りも進めており、甲府ブランドの認定

を受けております。経営農地は、○○○○○○○○○○○○○○を拠点に○○○㎡を

有し、主に○○○○○○○○○○○○○○○しております。 

続いて 22ページ 11番及び 13番について、説明します。借り手は農地所有適格法人
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です。借り手につきましては、令和○年○○月○○日に○○○○しました。経営耕地

は○○○を拠点に○○○㎡を有し、主に○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

を直売、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 23 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

り手につきましては、平成○○年に○○○○としての体裁を整え、平成○○年○月○

日に○○○○○○として発足しました。現在は○○○の生産及び加工、農作物の加工

及び販売、直売所の経営、農作業の受託、温室栽培農業の経営、農業生産資材の販売、

農業研修生の教育研修事業等、精力的に事業を展開しております。経営農地は、○○

○○○○○○○○を拠点に○○○㎡を有し、主に○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○しております。出荷先、農協、市場のほか、県外の百

貨店、果専店、スーパーマーケットに出荷しています。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。 

   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 29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、ひと通り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、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 8番、9番の案件について、中道南地

区柿嶋職務代理から補足説明をお願いします。 

○中道南地区委員（柿嶋職務代理） 

   事務局から説明があった通りで、特に問題ありません。よろしくご審議をお願いし

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 10番の案件について、中道南地区

の小林委員から補足説明をお願いします。 

○中道南地区委員（小林委員） 

   ただいま事務局から説明があった通りです。よろしくご審議をお願いします。 

○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 11番の案件について、玉諸地区の

落合委員から補足説明をお願いします。 
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○玉諸地区委員（落合委員） 

   事務局の説明通りでございます。よろしくご審議をお願いします。 

○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 13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） 

   13番についても、事務局の説明のとおり 11番と同じ○○○○が熱心にやっています。

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 16番の案件について、中道北地区

の土屋三千雄委員から補足説明をお願いします。 

○中道北地区委員（土屋三千雄委員） 

   16番の案件でございますが、再設定ということで、前回ここは○○○になっていて、

かぶと虫が発生して近所から苦情が出たのですが、網などを設置してかぶと虫の発生

をさせないようにという条件の中で、事務局の説明通りです。よろしくご審議をお願

いします。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。ひと通り補足説明をいただきましたので、これより質疑

に入ります。皆様の方で、ご意見、ご質問がありましたらお願いします。 

≪ 質問・意見なし ≫ 

○議長（西名会長） 

   それでは、特別意見もないようですので、ここで採決をさせていただきます。 

議案第 5号の案件について賛成の方は、挙手をしてください。 

≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。全員の方の賛成の挙手をいただきましたので、議案第 5

号は決定させていただきます。なお、報告第 5 号については、報告事項ですのでご了

承をお願いします。 

 

○議長（西名会長） 

   以上で本日予定をしている全ての審議を終了しましたが、議案以外で皆様の方から

何かありましたらお願いします。 

≪ 質問・意見なし ≫ 

○議長（西名会長） 

特別ないようですので、以上をもちまして 2 月定例総会を終了いたします。ご協力

ありがとうございました。 

 

午後 2時 50分 閉会 


