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甲府市農業委員会１０月定例総会議事録 

 

１．日  時  平成３０年１０月３０日（火曜日）午後２時２０分から２時５０分  

 

２．会  場  甲府市南公民館 

 

３．出席委員（18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   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 

 

４．欠席委員（1名） 

    6番 田中 由美 

 

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 岡  正己 

             技 師 吉澤 雅貴 

 

６．議  案 

議案第１号 農地法第４条の規程による許可申請について 

議案第２号 農地法第５条の規程による許可申請について 

議案第３号 平成３０年１１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 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４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 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５号 農地法第４条第１項の規程による届出について（許可不要） 
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報告第６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、平成 30年度 10月定例総会を始めます。 

本日の会議は、農業委員が定数 19 名中 18 名の出席により過半数を超えております

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１０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、１０月定例総会の議事録署名委員ですが、議席の順番により、12

番の花形滿寛委員、13番の末木瑞夫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 2件になります。 

議案書 1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。農地区分は、第 2 種農地

と判断しました。善光寺北原公会堂から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面は道

路、南面・西面は農地、北面は宅地となっています。申請人は、申請地を○○○○○

○○○○○ため、計画面積○○㎡に○○○○○○○○し、土地の有効活用を図りたい

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。農地区分は、第 2 種農地

と判断しました。中畑町交差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面・南面・

西面は雑種地、北面は農地となっています。申請人は、申請地を○○○○○○○○、
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計画面積○○○㎡に○○○○○○○○し、土地の有効活用を図りたいとのことです。

転用後は、○○○○○○○○○○○○する予定です。以上でございます。 

○議長（西名会長） 

事務局からふたつの案件について説明が終わりました。つぎに地元委員さんの説明

をお願いしたいと思います。１番の案件については里垣地区でございます。矢崎委員

よりお願いします。 

○里垣地区委員（矢崎委員） 

   地図を見ていただければ分かると思います。○○○○がいますが農家としては全て

放棄したような状態になっています。自宅の屋敷の隣にも○○○○○○してあります。

地図を見れば分かるとおり、この場所は東を向いた傾斜地で、○○○にはむいてない

場所です。反対側もすぐ山になっていて、午後３時になると日が入ってしまいます。

申請人が言うとおり、迷惑かけて○○にならないように○○○をしたいと聞きました

ので、検討してください。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。つぎに２番の案件については中道地区の小林委員よりお

願いします。 

○中道地区委員（小林委員） 

   中道地区の小林です。２番の案件ですが、精進湖道路から○○ｍほど○○○の方に

入った場所です。申請人については○○○○○を中間管理機構の事業を使って、耕作

して積極的に耕作放棄地解消に取組んでいます。その中でご自身の持っている山の中

に位置する農地については○○○に変えたいと。また、この地域はイノシシや鹿、猿

などの目撃情報もありまして、非常に耕作しづらいところなので、この申請があった

ということで、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。いずれも大変耕作が困難で周りに迷惑をかけたくないと

いう思いが地主さんにあると思います。二つの案件について地元委員より説明が終り

ましたので、これより、質疑に入っていきたいと思います。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） 

   意見も無いようですので、採決に入ってよろしいでしょうか。 

それでは議案第 1号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。 

全員の方の賛成をいただきましたので決定して参りたいと思います。1 番の案件は

1000㎡未満ですので早速、許可書を交付して参ります。2番の案件は 1000㎡以上です

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。 
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つぎに、議案第 2 号は農地法第 5 条の規程による許可申請についてでございます。

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 1件、賃貸借が 1件、使用貸借が 1件、合計 3

件となっています。 

議案書 2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・貸人・借人については、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、東面は宅地、南面は道路、西面は道路、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。借人は貸人の○

にあたり、借人は貸人が○○○○○○○○○○○○申請地を活用するため、○○○○

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

定です。また、今回申請地の一部に関しては以前○○○○○○○○を申請、許可後に

設置した際、自らの所有地のため測量等を行わなかった結果、今回の申請地の一部に

○○○○○○○○してしまったとのことで始末書添付での申請となっております。 

続きまして、議案書 2番、地図は 4ページの 5条№2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。和戸西交差点から

○○ｍほど○○に位置する農地で、東面・西面は宅地、南面は雑種地、北面は農地及

び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。譲受人は譲渡人の

○にあたり、申請地は立地条件及び利便性に適しており、需要が見込まれることから、

申請地を取得し○○○○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 3ページの 3番、地図は 5ページの 5条№3をご覧ください。申請

地の所在・地目・面積・賃貸人・賃借人については議案書記載のとおりです。西下条

町中交差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面・北面は宅地、南面は道路、

西面は宅地及び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。賃借

人は○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○しているが、○○○○○○○○○

○を計画していたところ、申請地が立地条件に適しており、需要が見込まれるため、

申請地を○○○○○○○○○○○○○○○○として転用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。つづきまして、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ございますので末木委員お願いします。 

○千代田地区委員（末木委員） 

   この案件は、既存も○○○○○○○○してあります。隣に○○○○○○○をまた設

置したいということです。当初の○○○○○○○が測量の違いにより境界を越えて設

置したということで、事務局の説明とおり始末書添付で対応ということです。よろし

くご審議のほど、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。2番の案件について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） 

   玉諸の落合です。よろしくお願いします。賃借人と借受人については○○というこ

とと、貸付人は○○歳を超えているということで保全も難しいと聞いております。事

務局のご説明のとおりと判断いたします。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。つぎに 3 番の案件は大里地区ですので、菊島委員よりお

願いします。 

○大里地区委員（菊島委員） 

   菊島です。この案件はこの土地の持主が相続でもめて、ずっと何も耕作していませ

んでした。その後、○○○○○○○○○○○○○ということで、周りの人も○○○○

○○ではいいのではないかとおっしゃっていました。雨水について業者に聞いたとこ

ろ、確認していないということだったので、再度試算をしてもらったところ、十分に

対処できるということでしたので、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。ひととおり地元委員に補足説明をいただきましたので、

これより質疑に入っていきたいと思います。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、意見が無いようなので、採決させていただいてもよろしいですか。 

それでは、この 5条案件に賛成の方は、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。 

全員の方の賛成の挙手をいただきましたので決定して参りたいと思います。 

議案第 2号のうち 1番の案件は 1000㎡未満ですので早速、許可書を交付して参りま

す。2 番、3 番の案件は 1000 ㎡以上で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、報告第 1号から 5号について、事務局から説明してください。 

 

○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 ページからご覧ください。

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。次のページからは平成 30 年 9 月 18 日から

10月 19日までに受理しました各種の届出を掲載しております。それぞれの転用目的や
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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） 

ただ今、第 1号から 5号まで報告事項説明がありました。報告事項ではありますが、

皆様の方からお聞きしたい点がありましたらお願いします。 

≪ 質問・意見無し ≫  

○議長（西名会長） 

よろしいですか。それでは、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 3号の平成 30年 11月告示分農用地利用集積計画について、また関

連がございますので報告第 6号も併せて事務局より説明をお願いします。 

 

○事務局（吉澤技師） 

今月は、新規設定 7件、再設定 14件、計 21件の申出がありました。 

議案書 13ページの表は、新規設定です。玉諸・山城・中道南地区からの申出があり

まして、合計面積は 12,200 ㎡です。中段の表を見ますと、平成 30 年度の目標面積

110,600㎡に対し、設定面積は 75,725㎡となり、達成率は 68％となります。 

続いて 14ページの表は、再設定です。甲運・玉諸・山城・中道南地区からの申出が

ありまして、合計面積は 20,273 ㎡です。中段の表を見ますと、平成 30 年度の目標面

積 376,000㎡に対し、設定面積は 134,002㎡となり、達成率は 36％となります。 

15 ページ 1 番から 18 ページ 7 番は新規設定。18 ページ 8 番から 21 ページ 16 番

は再設定。21 ページ 17 番から 22 ページ 21 番は再設定の更新となっています。補

足説明が必要となる、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、記載のとおりとなっています。 

17 ページ 6 番、18 ページ 7 番、21 ページ 16 番は借り手が同一のため一括して説明

します。農地所有適格法人の案件になります。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。借り手ですが、

平成○○年 8 月に○○○○○しまして、○○○○○○○○○○○○などを行う予定と

なっております。○○○○○を含む○名の○○○で構成されており、内○名が農業に

従事することとなっております。また、農業従事する○名は○○○○○○○○○○

○○○○○○○している実績があります。経営に関しましては○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○を行う予定となっています。以上、全て

の案件の借手の経営地は、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、23 ページ、農用地利用集積計画の解約の報告です。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。以上です。 



 7 

○議長（西名会長） 

   事務局からひととおり説明が終わりました。この議案の内、説明のありました 6番 7

番 16番の案件については、決まりごとがありまして所有権移転、新規就農者及び法人

などが関係する案件について、ご説明いただくことになっておりますので、法人の案

件でございますので、中道地区の長田委員より補足説明をお願いします。 

○中道地区委員（長田委員） 

   それでは 6番、7番について説明します。この○○○○○○○○月に認可を受け、事

務所は○○○に構えています。将来的には○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○を大々的に作って山梨ブランドに育て上げていきたいと、非常に高い志を持って

立ち上げた○○○○です。来年の春先から○○○○を作るわけですが、順調に行けば

一年に２回栽培することができるそうです。順調に行けば良いモデルケースとして山

梨県の方も各方面に参考になると考えています。内容につきましては事務局から説明

のあったとおりです。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。地元の長田委員より説明があったところです。法人の案

件につきまして○○○○○○○○ということで、将来は○○○○○○○○として山梨

ブランドに育て上げたいと、大変意欲のある法人であるようですが、委員の皆さんの

方から質問がありましたら、お願いします。 

≪ 質問・意見無し ≫  

○議長（西名会長） 

それでは、特別ご意見、ご質問も無いようなので、採決に入らせていただきます。 

議案第３号についてご賛成していただける方は、挙手をお願いします。 

≪ 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、決定して行きた

いと思います。 

○議長（西名会長） 

以上で今日予定している案件は全て終了しました。大変スピーディに審議を終わり

まして短時間で済みました。ここで、委員の皆さんから普段の活動の中で困ったこと

や、話題になることなどございましたらお願いします。いかがでしょうか。 

○議長（西名会長） 

特別無いようですから、以上を持ちまして、10 月定例総会を終了いたします。お疲

れ様でした。 

 

午後 2時 50分 閉会 
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会     長                   ㊞ 

 

 

 

 

 

議事録署名委員                   ㊞ 

 

 

 

 

 

議事録署名委員                   ㊞ 


