
 1 

甲府市農業委員会２月定例総会議事録 

 

１．日  時  平成３１年２月２６日（火曜日）午後２時００分から３時０７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  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  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】 

6番 田中 由美  8番 長田 孝夫  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 

主 事 一ノ瀬 匠 

   振興係 係 長 岡  正己 

 

６．議  案 

議案第１号 農地法第５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条の規定による許可申請について 

議案第３号 農地法第４条の規定による許可申請について 

議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第５号 特定農地貸付（市民農園）の承認について 

議案第６号 平成３１年３月告示分農用地利用集積計画について 

議案第７号 地域農業マスタープランの見直し（北部・南部・中道上九） 

 

 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 
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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 競・公売適格証明について（市街化区域届出） 

報告第６号 耕作土搬入届出について 

報告第７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 2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 16 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。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。 

   それでは最初に、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 3番の矢

崎正勝委員と、4 番の米山夫佐子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５

条による競・公売適格証明についてです。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 5 条の競売適格証明願は 2 件ございます。今回の願出人は競売地を営業所

兼駐車場として転用したいという方と競売地を資材置場として転用したいという方の

5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 5条№1・2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。中

道橋南詰交差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面は雑種地及び宅地、南面・

西面・北面は宅地となっています。農地区分は、第 2 種農地と判断いたしました。願
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出人は○○○○○○○○○○○○しているが、○○○○○○○○○○○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、取得後リフォームし、○○○○

○○にしたいとのことです。 

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 5 条№1･2 の 1-2 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○○○○○○○○○○○○しているが、

現在所有する○○○○が売却予定であり、甲府市内で代替地として○○○○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 番の案件は中道北地区です。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） 

   １番の案件は、事務局の説明どおりです。特段付け加えることもありません。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。地元委員から説明が終わりましたので、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、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。 

全員の方の賛成をいただきましたので、この案件については決定し、適格証明を交

付して参ります。 

   つぎに、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。 

 

○事務局（一ノ瀬主事） 

今月の第 3 条許可申請は有償移転が 2 件、無償移転が 1 件ございまして、いずれも

第 3 条の資格要件を充たしております。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。アリ

ア入口交差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面は宅地、南面･北面は農地、

西面は宅地及び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。譲受人の現在の経営面積は○○○



 4 

㎡ですが、落札後は計画面積が○○○㎡となり、○○○○○○○する計画です。なお、

譲受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。 

つづきまして議案書 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。上阿原町交差点から○○mほど○○に位置

する農地で、東面・北面は宅地、南面・西面は農地となっています。譲受人は譲渡人

の○○にあたり、譲渡人が○○○○○○○○ことから、申請地を無償贈与により一部

所有権を取得し、譲受人の○○○○○○○を図りたいとのことです。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、申請地は引続き○

○○○を行う計画です。なお、現在、譲渡人は当該申請地の持分 2 分の 1 を所有して

おり、譲受人は持分 2分の 1を所有しております。 

つづきまして議案書 3 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。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･北面は農地、西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。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。なお、譲受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、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。 

○甲運地区委員（森委員） 

   １番の案件は、事務局の説明どおりです。譲渡人は最適化推進委員をやっておりま

して、前々から畑がほしいと話していました。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 2 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） 

   玉諸の落合です。2番の案件について説明します。こちらの譲渡人、譲受人とも○○

○○ということで何ら問題ないと思います。引き続き耕作されるということですので、

周りへの配慮もでき、問題ないと思います。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。つぎに 3 番の案件は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） 

   3番の案件について説明します。この農地は 15年から 20年ほど前から荒廃の状態で、

周辺の水稲農家から、収穫の時期にすずめが入ってきて困るので、何とか再度農地に

戻してもらいたいと地域の声があり、今回こういうことになりました。譲渡人は説明
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のあったとおり、この地域では大規模な農業経営をしており農業機械についても整備

されています。ただ、年齢が○○歳を越えていて○○○○○○○○○○○○○してい

て、近くに住む○○が土、日曜日に手伝いをしています。今後も十分やっていけると

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。地元委員からひととおり補足説明が終わりましたので、

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、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 2号に賛成の方は、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。 

全員の方の賛成をいただきましたので、決定させていただきます。議案第 2 号につ

いては、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 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件であります。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。農地区分は、第 2 種農地と判断しました。蓬沢交差点から○○ｍほど○

○に位置する農地で、東面・南面は農地、西面は道路、北面は雑種地となっています。

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、○○○○に

転用したいとのことです。転用後は、○○○○○○○○○○○○する予定です。 

つづきまして議案書 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。環境センター西交差点か

ら○○ｍほど○○に位置する農地で、北面・東面・南面は宅地、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。申請人は、現在の○○○○○

になったため、申請地に○○○○○○○したいとのことです。転用後は、○○○○○

○○○○○○○する予定です。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。この案件は、バイパスに大変に近い位置になり、

玉諸地区は人口が増加しているところでもあります。そのため、○○○○の需要もあ



 6 

る場所で○○に至ったということです。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 2 番の案件は山城地区ですので、關野委員よりお

願いします。 

○山城地区委員（關野委員） 

   2 番の案件については元の○○○○○○○○○○○○○○○○○○の道を挟んだ西

側の土地でございます。事務局の説明のとおりですが、○○○○○については問題な

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。ひととおり地元委員から補足説明が終わりましたので、

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、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 3号に賛成の方は、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。 

全員の方の賛成をいただきましたので、この案件については決定させていただきま

す。いずれも 1000㎡未満ですので、許可書の交付をして参ります。 

   つぎに、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 2 件、賃貸借が 2 件、使用貸借が 2 件、計 6

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・賃貸人・賃借人については、議案書記載のとおりです。上

阿原交差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面･西面は農地、南面は道路、北

面は宅地となっています。農地区分は、第 3 種農地と判断しました。賃借人は○○に

おいて○○○○○○しているが、近年○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○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、賃借し○○○○に転用したいとのことです。 

議案書 4ページの 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・貸人・借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・南面は農地、北面は雑種地及び宅地、西面は道路

となっています。農地区分は、第 2 種農地と判断しました。借人は貸人の○○○にあ

たり、現在の○○○○○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。 



 7 

議案書 4ページの 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。雇用促進住宅東交差点

から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面･西面は農地、南面・北面は農地及び宅地、

となっています。農地区分は、第 1 種農地ですが不許可の例外で、申請に係る土地周

辺地域に居住する者の日常生活上必要な施設と判断しました。借人は貸人の○にあた

り、現在の○○○○○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。雇用

促進住宅西交差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面・西面・北面は宅地、

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

において○○○○○○○○○○○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 2 階建て住宅

を 2棟建築する予定です。 

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・

賃貸人・賃借人については、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。西油川町公民館から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面･西面は道路、

南面は農地、北面は農地となっています。賃借人は○○において○○○○○○してい

るが、近年○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○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、

賃借し○○○○に転用したいとのことです。 

続きまして議案書 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。上曽根

下区公民館から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面は宅地、南面は雑種地、西面

は宅地、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、請負増加に伴い○○○○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、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。1番の案件は、○○○○○○○ということ

で、何も問題ないと思います。2番の案件は、前頁の１番の案件と関連しており、土地

が続いているところの西側に○○○○、東側に○○○○の開発を希望されています。

このお宅は○○○○○○いてその内の○○○○○○ということです。○○○○○も農

業に従事していて若いながら一生懸命されており、隣接地も自作の畑が残るというこ

とです。ご審議のほど、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。つぎに 3番、4番の案件は山城地区ですので、關野委員よ

りお願いします。 

○山城地区委員（關野委員） 

   3 番、4 番の案件は開発許可との同時進行案件です。なお、3 番も 4 番も下水道の供

用開始の区域外ということで、両者とも合併浄化槽によって処分するということです。

3番の案件については、上町の水利組合、隣接の農地の同意も得ているということです。

4番の案件については、下小河原の水利の事もありますが、下流域が上町の水利組合と

いうことでやむを得ないと考えております。以上です。 

○議長（西名会長） 

   ありがとうございました。5番の案件は私の担当地区でございます。地図でご覧にな

ってわかるとおり、隣は○○○なのですが、北側は分譲地、その隣はまた分譲地とな

っています。○○○○○していたのですが、北側の分譲地の皆さんが朝早くのトラク

ターや消毒の機械などの農作業を嫌っておりまして、大変農業のやりにくい場所にな

ってしまいました。困っていた矢先に○○○○に買いたいという方が出てきて、この

ような申請になりました。状況からしても致し方ないと思います。よろしくお願いし

ます。 

   つぎに、6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） 

   6番の案件ですが、事務局の説明のとおりでございますが、互いに使い勝手を良くし

たいということから出てきましたので、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から補足説明が終わりましたので、

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、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 4号に賛成の方は、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。 

全員の方の賛成をいただきましたので、この案件については決定させていただきま

す。いずれも 1000㎡以上の案件については許可相当ということで、県農業会議に諮問

して参ります。それ以外の案件は、許可書の交付をして参ります。 

   つぎに、議案第 5 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。 
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○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しては、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。これを受けて農業委員会は承認の申請があった場合において、つぎ

に掲げる条件に該当すると認められる時はその旨を承認することができるとされてお

ります。 

貸付規定には①市民農園として利用する農地の所在、地番及び面積、②市民農園を

借りる者の募集及び選考の方法、③市民農園の区画の貸付けの期間その他の条件、④

市民農園の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

省令で定める事項がすべて記載されており、貸付規定に必要とされている全ての条件

を満たしております。また、農業委員会に承認を得る際には、①市民農園の周辺の地

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、市民

農園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市民農園

を借り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

ことの全ての条件に該当している必要があり、全ての条件に該当しております。 

議案書 7 ページの 1 番、別紙地図の特定農地貸付№1 の 10 ページをご覧ください。

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。蛯沢川橋

から 30ｍほど北西に位置する農地で、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 48 区画の隣に追加で開設し、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 10か月間とし、賃料は 1区画

当たり 4,166円となっており、開設規模については、1区画 40㎡で、計 50区画の計画

となっております。説明は以上となります。 

○議長（西名会長） 

   事務局から説明が終わりました。つぎに、地元委員である米山委員より補足説明を

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。よろしくお願いいたします。事務局の説明のとおりで、私か

ら特段説明することはありません。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。地元委員から説明が終わりましたので、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 ≫ 
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○議長（西名会長） 

   先般、研修を受けた山梨大学小曲圃場の北側、中央道沿いです。既存の市民農園に

続いてということで、大変人気があるということで、このような形になったと思いま

す。それでは、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

号特定農地貸す付けに賛成の方は、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。 

全員の方の賛成をいただきましたので、この案件については承認されたということ

で、回答して参ります。 

   つぎに、報告第 1号から第 6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 8 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。9 ページからは平成 31 年 1 月 18 日から平成

31年 2月 18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。以上となります。 

○議長（西名会長） 

ただいま、事務局から報告第 1 号から 6 号の説明があったところですが、報告事項

ではありますが、皆様の方から何か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） 

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 6号は 平成 31年 3月告示分 農用地利用集積計画についてですが、

審議に先だち、利用権設定の 2番、3番の案件は山本委員が関係する案件ですので、農

業委員会法第 31 条の規程に基づく議事参与の制限により、当該事案の審議の折には、

ご退席をお願いします。また、審議終了後は、再びご着席をお願いします。 

それでは議案第 6号の内、利用権設定の 2番、3番を除く案件について事務局より説

明してください。また、関連がありますので報告第 7 号 農用地利用集積計画の解約

についても併せて報告してください。 

 

○事務局（岡係長） 

それでは説明に入ります。今月は、所有権移転 4 件、新規設定 12 件、再設定 7 件、

計 23件の申出がありました。 

議案書 16ページの表は、所有権移転です。千代田・玉諸・山城地区からの申出があ
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りまして、合計面積は 2,543㎡です。 

19 ページの表は、新規設定です。二川・中道北・中道南地区からの申出がありまし

て、合計面積は 13,260 ㎡です。中段の表、平成 30年度の目標面積 110,600㎡に対し、

設定面積は 117,360㎡となり、達成率は 106％となります。 

   続いて 20ページの表は、再設定です。甲運・山城・中道南地区からの申出がありま

して、合計面積は 6,403㎡です。中段の表、平成 30年度の目標面積 376,000㎡に対し、

設定面積は 321,513㎡となり、達成率は 86％となります。 

17 ページ 1 番から 18 ページ 4 番は所有権移転。21 ページ 1 番から 25 ペー12 番

までは新規設定。25 ページ 13 番から 26 ページ 16 番までは再設定。26 ページ 17

番から 27 ページ 19 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、新規就農者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。また、21 ページ

2番と 22ページ 3番は委員案件となっていますので、後ほど審議をお願いします。 

17 ページ、１番の所有権移転を説明します。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います。申請地平瀬浄水

場から○○ｍほど○○に位置する農地になります。譲受人は○○歳、○○○に約○○

ａほどの経営地を有し、○○○○○○○○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○○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 17 ページ 2 番は所有権移転になります。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います。申請地平瀬浄

水場から○○ｍほど○○に位置する農地になります。譲受人は○○歳、○○○に約○

○ａほどの経営地を有し、○○○○○○○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○○○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 17 ページ 3 番は所有権移転になります。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います。申請地は上阿

原交差点より○○ｍほど○○に位置する農地になります。譲受人は、○○歳、○○○

○中心に約○○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○○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 18 ページ 4 番は所有権移転になります。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います。申請地は南公

民館より○○ｍほど○○に位置する農地になります。譲受人は○○歳、○○○○を中

心に約○○ａの経営地を有し、○○○○○○の世帯で○○○○○○○○○○○○○○
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○○○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○○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 21ページ 1番は、新規就農者の案件となります。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

手は○○歳で平成○○年○月から平成○○年○月まで、○○○○○○○の下で○○

○○○○○○○○○○○○○○について研修しています。また、来年度より農業次

世代人材投資資金交付事業の経営開始型を受けて行きたいと考えています。農機具

については、当面は親類から借りることで補い、将来的にそろえていくとのことで

す。その他、営農に関しましては、○○○中心に、農協出荷・直売所等で販路を確

保していくとのことです。 

続いて 22ページ 5番から 25ページ 12番は借り手が同一なので合わせて説明します。 

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○○月○○日に設立し、農産物の生産・販売・加工などを行う予定とな

っております。○○○○○で構成されており、全員が農業に従事することとなって

おります。経営に関しては、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○していくとのことです。また、今後中間管理機構の借受整備事業を活用

し約○反の農地を貸借していくとのことです。 

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 28 ページは、農用地利用集積計画の解約の報告です。2 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 21ページ 2番と 22ページ 3番を除く案件について説明終わります。 

○議長（西名会長） 

   事務局から説明が終わりました。ここで地元委員から説明が必要な案件がございま

す。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もしくは特殊案

件について、原則説明を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、2番の案件について、千代田地区の、末木委員お

願いします。 

○千代田地区委員（末木委員） 

   事務局で説明したとおりですが、譲渡人の○○○○ということで、評価額の最低価

格がちょっと高いような気がしますが、譲受人が農業を○○したいという要望があり、

この金額での購入という形になったと考えております。2番の案件は譲渡人と譲受人は
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○○ということです。いずれも譲受人の○○○○の意思ということでの売買というこ

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、3番の案件について、玉諸地区の落合委員からお

願いします。 

○玉諸地区委員（落合委員） 

   前の案件にも出てきた方で、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。つぎに、4番の案件について、山城地区の米山委員からお

願いします。 

○山城地区委員（米山委員） 

   米山です。こちらも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。つぎに、利用権設定の 1 番の案件について、大里地区の

菊島委員からお願いします。 

○大里地区委員（菊島委員） 

   菊島です。○○○は、私のところで研修していました。地主の○○○○が中道の方

で話をしたところ、この畑を借りて農業を始めようということになりました。元々家

は下向山にありますが、私の家の近くに家を借りて、仕事をスタートさせようとがん

ばっているところです。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。つぎに、5 番から 12 番の案件については中道南地区の柿

嶋職務代理からお願いします。 

○中道南地区委員（柿嶋職務代理） 

   22 ページ 5 番から 25 ページの 12 番まであります。下曽根地区を担当する山本委員

さんのところが 3 箇所、私の担当する右左口地区が 8 箇所ほどあります。この法人は

昨年○○月にメンバーが○○○○○しました。70代が○人、60代が○人で、右左口町

の七覚という所で法人として設立しました。代表者は私の同級生です。右左口地域、

下曽根地域にそれぞれ土地を借りて○○筆○○○㎡ほどですが、これを初期のステッ

プとして、農業法人としての耕作放棄地にも貢献したいという思いが強く持っていま

す。ただし、私や○○○○が心配しているのは、法人を設立した方々の先代は農業を

やっていたのですが、子供さんたちは農業経験がないところです。 

地域の中で○○歳位の、農業を○○年以上やっている人をアドバイザーとしてお願

いし、昨年から必要に応じ現地で確認やアドバイスをしてもらっています。私も自分

の地区なので、どこの畑でなにを作っているなどわかっているので、必要に応じて法

人にアドバイスをしていきたいと思っています。いずれ農地中間管理機構も使いなが

ら、できる限り前向きに取組んでいただけたらと思っています。ご審議のほど、よろ



 14 

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が終わりましたので、

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、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 6

号のうち、利用権設定の 2 番と 3 番を除く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。 

全員の方の賛成をいただきましたので、この案件については決定をして参ります。 

   報告第 7号については、報告事項ですのでご了承いただきたいと思います。 

   それではここで、山本委員にはしばらく退席をお願いします。 

    【 山本委員 退席 】 

 

○議長（西名会長） 

   つづきまして、議案第 6号の内、利用権設定の 2番、3番の案件について審議いたし

ます。事務局より説明してください。 

○事務局（岡係長） 

   21ページ 2番と 22ページ 3番は借り手が同一のため、合わせて説明します。 

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。以上です。 

○議長（西名会長） 

   事務局から説明が終りました。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。 

≪ 質問･意見なし ≫ 

○議長（西名会長） 

   それでは、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 6

号利用権設定の 2番と 3番の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。 

全員の方の賛成をいただきましたので、この案件については決定をして参ります。 

   それでは、山本委員には着席をお願いします。 

    【 山本委員 着席 】 

 



 15 

○議長（西名会長） 

   それでは、つぎに、議案第 7 号は地域農業マスタープランの見直しについてです。

農政課の山本課長補佐が見えておりますので、説明をお願いします。 

○農政課（山本課長補佐） 

   農政課の山本です。貴重なお時間をいただきありがとうございます。 

   本日は地域農業マスタープランの変更について、ご説明させていただきます。皆様

には毎年、この変更についてご審議いただいておりますが、今回は、南部平坦地域、

北部山付き東部果樹地域、中道上九地域の 3 つのマスタープランの中心となる経営体

の追加になります。 

≪ 別紙 『地域農業マスタープラン見直しについて』 説明 ≫ 

○議長（西名会長） 

   農政課の山本課長補佐からマスタープランの見直しについて説明がありました。 

これより質疑に入ります。皆様の方からご意見やご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） 

いずれも前向きな見直しです。それでは採決させていただきます。 

マスタープランの見直しについてご賛成の方は、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、この案件については決定して参りた

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、全て終了いたしました。 

   皆さんから、他に何かございますか。 

 

○議長（西名会長） 

それでは、特別無いようですので、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 3時 07 分 閉会 
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