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甲府市農業委員会１２月定例総会議事録 

 

１．日  時  平成３０年１２月２７日（木曜日）午後２時２０分から２時４５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   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 

 

４．欠席委員（0名） 

 

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３条による競・公売適格証明願について 

議案第２号 農地法第３条の規程による許可申請について 

議案第３号 農地法第４条の規程による許可申請について 

議案第４号 農地法第５条の規程による許可申請について 

議案第５号 平成３１年１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） 
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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 耕作土搬入届出について 

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 12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 19 名全員の出席がありましたので、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１２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、１２月定例総会の議事録署名委員ですが、本来であれば、15 番の

萩原爲仁委員と、17 番の山本一委員にお願いするところですが、萩原委員が遅れてお

りますので、議席の順番により 1 番の保坂敬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３

条による競・公売適格証明願についてです。事務局より説明してください。 

 

○事務局（一ノ瀬主事） 

今月は第 3条の競･公売適格証明願が 2件ございます。競売や公売の物件で登記地目

が農地である場合、参加者は入札に先立って 3 条の許可の適格者であるという証明を

受ける必要があります。今回の願出人は競売地を農地のまま耕作したいという方の 3

条の資格審査を求めるものです。 

議案書 1 ページの 1 番、地図は 1 ページの競･公売適格証明願 3 条№1･2の 3-1 をご

覧ください。競売地の所在・地目・面積・願出人については、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・南面･北面
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は農地、西面は宅地となっています。農地区分は、第１種農地と判断しました。願出

人は○○○○で、○○○○○○○○○○○○を行っているが、新たな農地購入を検討

していたところ、競売地が立地条件に適していることから、取得し○○○○○○○し

たいとのことです。願出人の現在の経営面積は○○○㎡ですが、落札後は計画面積が

○○○㎡となり、○○○○を行う計画です。なお、願出人は経営面積や従事日数など、

農地の取得要件は全て満たしております。 

続きまして、議案書の 2 番、地図は引き続き競･公売適格証明願 3 条№1･2 の 3-2 を

ご覧ください。競売地の所在・地目・面積・立地条件・農地区分は変わらず、願出人

については議案書記載のとおりです。願出人は○○○○○で、○○○○○○○○を行

なっているが、新たな農地購入を検討していたところ、競売地が立地条件に適してい

ることから、取得し○○○○○○○したいとのことです。願出人の現在の経営面積は

○○○㎡ですが、落札後は計画面積が○○○㎡となり、○○○○を行う計画です。な

お、願出人は経営面積や従事日数など、農地の取得要件は全て満たしております。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、この 2 件の案件について地元委員さんの

説明をお願いしたいと思います。中道北地区ですので、山本委員よりお願いします。 

○中道北地区委員（山本委員） 

   今、事務局から説明があったとおりですが、競売の対象となっている土地は、私が

農業委員になって初めて、これは迷惑な土地なので何とかならないかと依頼があり、

あちこち当ってみたのですがなかなか進まず、適格者の二者であれば、どちらかが耕

作してくれるということです。特に周辺の○○の農家がすずめの被害で困っていたの

で、よろしくご検討をお願いします。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。地元委員さんから過去の経緯やホッとしているというお

言葉をいただいたところです。それでは皆様から、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） 

   特別無いようですので、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。議案第 1 号の

案件については早速、適格者証明書の交付をして参ります。 

次に議案第 2 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

明してください。 
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○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、譲受人は第 3 条の資格要件を全て充たし

ております。また、権利設定が 1 件ございますがこちらは後ほど詳しく説明させて頂

きます。議案書 2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。常安寺から○○ｍほど○○に位置する

農地です。譲受人は、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、申請地は引続き○○○○を行う計画です。 

続きまして、議案書の 2番をご覧ください。まず、地役権について説明いたします、

地役権というのは民法が認めております権利の一つであり、自分の土地が便益を受け

るために、他人の土地を使用できる権利です。例えば、農家の方に馴染みがあるのは

無道である所謂「袋地」の所有者が必要最小限度で他人が所有する土地を通行する権

利である隣地通行権も地役権の一つとなります。議案の説明に戻ります、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。西河原橋か

ら○○ｍほど○○の範囲に位置する農地です。譲受人はすでに申請地○○○○○○○

○○○○○の保全の為に地役権を設定したいとのことです。譲渡人は引き続き地表を

農地として利用するとのことです。なお、地役権の設定のみのため所有権等は従来の

ままとなります。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。この案件について、1番 2番とも地元委員は山城地

区ですので、ご説明を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。この議案については地図がないとい

うことですので、ご承知ください。事務局で説明したとおりです。1番の議案は新環状

道路による代替地なので問題ないと思います。次の地役権というのは初めて聞いた言

葉ですが、事務局の説明でよく分かりました。問題ないと思います。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。委員さんの説明がありましたように新環状道路の代替地

という 1 件と、地役権の内容です。皆様の方から、ご質問やご意見などありましたら

お願いします。 

≪ 質問・意見なし ≫ 

○議長（西名会長） 

質問、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、議案第 2 号 農地法第 3 条の規定による案件について賛成の方は、挙手

をお願いします。 

≪ 全員挙手 ≫ 
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○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。 

早速許可書の交付をして参ります。 

次に、議案第 3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 件となっております。議案書 3 ページの 1 番、地図は 2 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。向町二交差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面は道

路、南面は宅地、西面は雑種地、北面は用悪水路及び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、平成○○年 1 月頃より、○○として転

用し近隣住民に貸し出していたことから、今回経過理由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 3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。正清院から○○ｍほど○

○に位置する農地で、東面は墓地及び宅地・農地、南面は道路、西面は宅地、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、○○○○

○○○○○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。つづきまして、地元委員より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、田中委員よりお願いします。 

○玉諸地区委員（田中委員） 

○○○の状況ですが、○○○○○○も敷いてなく、○○○として貸し出されている

状況です。内容は事務局の説明のとおりです。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。つぎに 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） 

事務局の説明のとおりの経過があって、使い勝手を良くするという意味合いで造成

をするということです。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。委員二人より補足説明をいただきました。 

ここで、質疑に入ってまいります。ご質問、ご意見などありましたらお願いします。 

≪ 質問・意見なし ≫ 
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○議長（西名会長） 

質問、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、議案第 3 号農地法第 4 条の規定による案件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。 

1 番の案件は 1000 ㎡未満ですので、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。 

次に、議案第 4 号は 農地法第 5 条の規定による許可申請について、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 29件、使用貸借が 2件、計 31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・貸人・借人については議案書記載のとおりです。十郎橋東交差点から○

○ｍほど○○に位置する農地で、東面は宅地及び農地、南面・北面は宅地、西面は道

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。借人は貸人の○にあた

り、現在の○○が手狭になったため、申請地を使用貸借し○○○○○○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 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・譲渡人・譲受人については、議案書記載のとおりです。小瀬スポーツ公

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

び農地、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。譲

受人は近隣で○○○○○○○○○○○○○○しているが、需要の増加に伴い○○○○

○○○○○○○○○○○○○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、○○○○○○○○に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。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。増坪 4 号橋から○○ｍ

ほど○○に位置する農地で、東面は用水路及び道路、北面は農地及び宅地、西面は道

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。借人は貸人の○○にあ

たり、現在の○○が手狭になったため、申請地を使用貸借し○○○○○○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・譲渡人・譲受人については、議案書記載のとおりです。中

道橋南詰交差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面は道路、南面は雑種地、

西面・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
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は、申請地近隣で○○○○○○しているが、現在利用している○○○○を譲り渡すこ

ととなったため、代替地を探していたところ、当該地が立地条件及び利便性に適して

いることから、自身が○○○○○○○○○○に転用したいとのことです。また、申請

人は、平成○○年 11 月頃から許可を受けずに○○○○として使用してきたことから、

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 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・譲渡人・譲受人については、議案書記載のとおりです。中道橋南詰交差

点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面は農地、南面は宅地、西面は道路、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、申請

地近隣で○○○○○○しているが、現在利用している○○○を譲り渡すこととなった

ため、代替地を探していたところ、当該地が立地条件及び利便性に適していることか

ら、自身が○○○○○○○○○○に転用したいとのことです。また、申請人は、平成

○○年 11月頃から許可を受けずに○○○○として使用してきたことから、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 6ページから 12ページの 24番、地図は 9ページの 5条№6から

№24 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。上曽根交差点から 340ｍほど西に位置する農地で、東面・北面・

西面は道路、南面は雑種地となっています。農地区分は、第 3種農地と判断しました。

譲受人は、公共団体であり現在使用されている学校用地がリニア新幹線の建設予定地

となっているため、代替地を探していたところ当該地が立地条件及び利便性に適して

おり、学校用地として使用したいとのことです。なお、転用後は三階建ての学校施設

を建築する予定です。 

   続きまして議案書 13ページの 25番から 15ページの 31番、地図は 10ページの 5条

№25から№31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。笛南中北二交差点から○○ｍほど○○に位置する農地

で、東面・北面は道路・南面は農地及び宅地、西面は農地となっています。農地区分

は、第 3 種農地と判断しました。譲受人は○○○○において○○○○○○○○を行っ

ているが、現在○○○○○○○○を賃貸人に返還する必要があるため、代替地を甲府

市内で探していたところ、申請地が立地条件に適していることから、○○○○○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りました。 

ここで地元委員から補足説明をお願いします。 

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番の案件については、事務局の説明とおりで問題ありません。○○○○○も整備さ

れています。ご審議の程よろしくお願いします。 
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○議長（西名会長） 

ありがとうございました。2 番の案件は○○○○○○○○として求めていた案件で、

皆さんもご存知のとおり○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○をきたしていること、また、○○への出入りにも困難で、地元からも問題視さ

れていました。本日出席されている萩原委員たちの努力で○○○○○○○○を譲って

いただけることになり、○○としての事業が効率よくできるという内容の案件です。

私も○○○としてこうなってよかったと思っています。 

つぎに、3番の案件は同じく山城地区ですので、萩原委員よりお願いします。 

○山城地区委員（萩原委員） 

3番の案件については事務局から説明のあったとおりです。○○○○○○○○の案件

で、○○○○○○○○の近くに住みたいということと、○○が狭くなったということ

で、新しく○○○○○○○○ということです。○○についてもしっかり整備するとい

うことです。この場所も宅地化されており、何ら問題はないと思います。ご審議の程

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 4番、5番の案件は中道北地区の案件です。またこ

の後の 6番から 24番については甲府市立中道北小学校の移転という問題で、この地域

を担当している土屋正人委員に続けて補足説明をお願いします。 

○中道北地区委員（土屋正人委員） 

4 番、5 番については、事務局の説明通りです。6 番からの案件は、先ほどの事務局

からの説明の通りですが、現在ある中道北小学校の校庭の真ん中をリニアモーターカ

ーの建設予定地にあたっているということで、教育委員会や周辺の保護者会、ＰＴＡ

とで用地を探していて、多くの方の合意形成がなされて、この案件の所へ小学校を移

転するということです。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 25 番から 31 番の案件は中道北地区の案件ですの

で、山本委員にお願います。 

○中道北地区委員（山本委員） 

地図を見てください。既に皆様方ご承知だと思いますが、この地域は農振地域の除

外をしていて、当初は宿泊温泉施設を予定していたのですが、途中で頓挫してしまい、

農振の整備計画変更をされて、今回に至ったということです。国道、県道、市道に囲

まれている農地で、今回の申請に望みまして、約 70％の農地を転用していきたいとい

うことです。○○ですが、県道の反対側に○○○○○があり、その入口に近いところ

に○○の入口を作るということで、○○にも説明をしていただき安全を尽くして工事

をしていきたいということで、転用もやむを得ないと思います。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。今回は大型の転用案件が 2 件あります。最初の○○○○
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○○○○○○○については、○○○○○○○○○○○○○○○○○○が掛かってくる

ということです。○○○○○○○の関係の転用案件についてはこれが初めてですが、

これから当然のこといくつも大きな案件が出てくることになると思いますが、農地が

減ってしまい残念な気持ちになってしまいます。また、山本委員が補足説明してくれ

た場所は、続けて農業委員をやっている方はご存知ですが、形が変わりますが、よう

やく日の目を見るという状況になります。ここまでの案件について、委員さんからご

意見やご質問がありましたらお願いします。いかがでしょうか。 

≪ 質問・意見なし 「異議無し」のことばあり」≫ 

○議長（西名会長） 

異議なしという言葉がありましたので、採決させていただきます。 

それでは、議案第 4 号 農地法第 5 条の許可申請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。 

このうち、1番、3番、4番、5番の案件については 1000㎡未満ですので、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。また、6 番から 24 番の案件と、25 番から 31 番の案件につ

いては、許可相当ということで、まとめて県農業会議に諮問して参ります。 

つぎに報告第 1号から第 5号について、事務局より説明してください。 

 

○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 16ページをご覧ください。先

月の総会案件のうち、4 条及び 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。17ページからは平成 30年 10月 15日

から 12 月 14 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） 

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） 

特別無いようでございますので、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 5号の平成 31年 1月告示分農用地利用集積計画についてです。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。 
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○事務局（吉澤技師） 

今月は、所有権移転 2 件、新規設定 6 件、再設定 33 件、計 41 件の申出がありまし

た。 

議案書 23ページの表は、所有権移転です。甲運・山城地区からの申出がありまして、

合計面積は 358㎡です。1ページおきまして、25ページの表は、新規設定です。玉諸・

山城・中道北地区からの申出がありまして、合計面積は 6,527 ㎡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 96,772 ㎡となり、達

成率は 87％となります。続いて、26ページの表は、再設定です。甲運・玉諸・山城・

中道北・中道南地区からの申出がありまして、合計面積は 68,286㎡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 286,215 ㎡となり、

達成率は 76％となります。 

24 ページ 1 番・2 番は所有権移転。27 ページ 1 番から 29 ページ 6 番までは新規

設定。29 ページ 7 番から 35 ページ 22 番までは再設定。35 ページ 23 番から 41 ペ

ージ 39 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、所有権移転、

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。 

24 ページ１番は所有権移転の案件となります。譲受人・譲渡人及び、所在、地目、

面積、利用目的、売買価格については、記載のとおりとなっております。申請地は十

郎橋西交差点から○○ｍほど○○に位置する農地になります。 

譲受人は○○歳、○○○○○○ａの経営地を有し、○○○○○○○○の世帯で○○○

○○○しております。この農地の所有権移転については、譲受人と譲渡人が知人で

あり、今回、譲受人がさらなる○○○○を図るため所有権移転を行うことになりま

した。移転後の農地については○○○○○○していくとのことです。 

続いて 24ページ 2番は、所有権移転の案件となります。譲受人・譲渡人及び、所在、

地目、面積、利用目的、売買価格については、記載のとおりとなっております。申請

地は東下条スポーツ広場より○○ｍほど○○に位置する農地になります。譲受人は○

○歳、○○○○○○○○○○ａの経営地を有し、○○○○○○の世帯で○○○○○○

○○○○○○しております。この農地の所有権移転については、進入路の無い農地

であり耕作出来なく困っていたところ、○○である譲受人がさらなる○○○○を図

るために所有権移転を行うことになりました。移転後の農地については○○○○○

していくとのことです。 

続いて 33 ページ 18 番は、農地所有適格法人の案件となります。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。借り手につきましては、平成○○年に○○○○として体裁を整え、平成○○年 4

月 1 日に農業法人として発足しました。現在は農業研修生の受け入れを行い、○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○も行うなど精力的に事業展開しております。また、○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○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
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ります。 

以上、全ての案件の買手及び借手の経営地は、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項による買い手及び借

手の要件を満たしております。 

引き続き 42 ページは、農用地利用集積計画の解約の報告です。6 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。以上で説明を終わります。 

○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。ここで所有権移転に対しまして新規就

農者及び法人などが関係する案件について、説明を原則いただくことになっておりま

すので、地元委員さんから補足説明をお願いいたします。まず１番の案件について、

甲運地区ですので、森委員お願いします。 

○甲運地区委員（森委員） 

   この案件については、問題ないと思います。○○○○の畑が○○○○の家の続きに

あり、そこを買って畑にして○○○○○○したいということ。それと、荒地にならな

くて良かったと思います。以上です。 

○議長（西名会長） 

   ありがとうございました。つぎに 2 番の案件は私が担当している地区の案件ですの

で説明いたします。 

事務局の説明のあったとおり、道のない農地で、○○○○の間柄です。所有権移転

を受ける方が、今までも管理、耕作をしていて、ここで権利関係など所有権移転をし

てはっきりするということです。本人も意欲的に農業をやっている方なので問題ない

と思います。 

つぎに利用権設定 18番の案件について、中道南地区ですので、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） 

   さきほど事務局から説明のあったとおりで、特に問題はないと考えます。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。それでは質疑に入ってまいります。 

   何かご質問、ご意見ある方はお願いいたします。 

≪ 質問・意見無し ≫  

○議長（西名会長） 

特別無いようでございますので、採決させていただいてもよろしいですか。 

それでは、この案件について、ご賛成の方は、挙手をお願いします。 

≪ 全員挙手 ≫ 
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○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。 

○議長（西名会長） 

以上で今日予定している案件は大変スピーディに終了しました。何か皆様の方から、

その他の方で、時間もありますからご意見、ご提言等ありましたらお願いします。 

≪ 質問・意見無し ≫  

○議長（西名会長） 

特別無いようですから、以上を持ちまして、12 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。また、1年間、議事の進行にご協力いただいたことに対し

ても御礼を申しあげます。ありがとうございました。 

 

午後 2時 45分 閉会 
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