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 第 １１ 回 第 ２ 農 地 部 会 議 事 録  

 
 

日      時  平成３０年１１月１６日（金）午後３時００分 

 

場      所  津市一志庁舎 ２階 第１会議室 

 

出 席 部 会 委 員  6田口
た ぐ ち

 慶則
よしのり

・ 7椋下
むくした

  保
たもつ

・14宮本
みやもと

 政
まさ

春
はる

・15守山
もりやま

 孝之
たかゆき

 

16中谷
なかたに

 秀也
ひ で や

・17西森
にしもり

 偉
よし

統
のり

・18結城
ゆ う き

 晉三
しんぞう

・20諸戸
も ろ と

 善
よし

昭
あき

 

22中野
な か の

たつ子
こ

・23片
かた

岡
おか

 眞
まさ

郁
いく

 
                                     

                                  以上１０名 

 

欠 席 部 会 委 員    

 

議      長  第２農地部会長 諸戸 善昭 

 

事 務 局 職 員  長谷川事務局次長・若松主査 

 

総 合 支 所   久居：藤巻担当主幹 一志：坂口担当主幹 白山：境担当副主幹 

 

          美杉：東山担当副主幹 

 

議 事 録 署 名 者  14 宮本 政春・16中谷 秀也 

 
事      項 

 

 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 

 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条第１項第７号の規定による届出について 

 

 報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権移転） 

  

 報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸借） 

 

 報告第６号 時効取得による所有権の移転について 
 

 

 

 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（所有権移転） 

 

 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（地役権） 

 

 議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

 

 議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移転） 
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 議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸借権） 

  

 議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（地上権） 

  

 議案第７号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用貸借） 

  

 議案第８号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定 

       について ＜別冊＞ 

 
 

 

 

 

議   事   の   大   要 

 

 

議  長   第１１回第２農地部会を開会させていただきます。 

       本日は全員出席ですので、よろしくお願いします。 

議事録署名者を指名させていただきます。１４番 宮本政春委員、１６番 中

谷秀也委員、よろしくお願いします。 

 

       まず始めに、本会に付記されました議案につきましては事前に通知いたしま

したとおりです。よろしくお願いします。 

会長の専決等の報告事項にはいります。報告第１号から報告第６号につきま

して事務局から一括して報告をお願いします。 

 

事 務 局   すみません。座って失礼いたします。議案の審議に入らせていただく前に、

恐れ入りますが議案書の差し替えをお願いいたします。 

 

       差し替えを行う理由でございますが、事前に皆様に送付させていただきまし

た旧議案書の１２ページ、議案第４号の番号２、３、５の案件につきまして現

在補正中のため、本日の部会での審議に間に合わず削除させていただくことと

いたしました。 

 

また、旧議案書の１４ページ、議案第４号の番号１５の案件につきまして、

申請書の補正がありましたので、施設の概要に「進入用道路・資材置場用地」

を追加させていただきました。 

 

なお、これらの削除に伴い、旧議案書の１４ページ下の議案第４号の合計欄、

議案第５号以降のページ数について、新議案書のとおり訂正させていただいた

ところでございます。 

 

以上で、議案書の差し替えについての説明を終わります。大変申し訳ござい

ませんがよろしくお願いいたします。 
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事 務 局   続きまして、報告事項の説明をさせていただきます。議案書の１ページをお

願いいたします。 

 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、でございま

す。 

番号１から５で、件数は５件、合計面積はいずれも田で１５，５２４㎡でご

ざいます。 

これらにつきましては、農地の賃貸借を、貸人、借人、双方の合意により解

約したものであります。 

  

２ページから３ページをお願いいたします。 

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、でござい

ます。 

番号１から３で、合計件数は３件、合計面積は１３,８９６．６６㎡で、その

内訳は田が６，３４４㎡、畑が７，５１３㎡、その他が３９．６６㎡でござい

ます。 

これらにつきましては、相続の届出でございます。 

なお、現況地目が宅地になっているところは、無断転用の可能性があります

ので、届出人に対して指導しております。 

 

４ページをお願いいたします。 

報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について、でござ

います。 

番号１、２ 駐車場用地 

でございます。 

以上、件数は２件で、合計面積はいずれも畑で６０９㎡でございます。 

 

５ページをお願いいたします。 

報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権

移転）でございます。 

番号１ 社会福祉施設用地 

番号２ 駐車場用地・物置用地 

番号３、４ 駐車場用地 

でございます。 

以上、件数は４件で、合計面積は２,９６９．４８㎡で、その内訳は田が２，

２６８㎡、畑が７０１．４８㎡でございます。 

 

６ページをお願いいたします。 

報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸

借）でございます。 

番号１ 一般個人住宅用地 

でございます。 

以上、件数は１件で、合計面積は畑で２９０㎡でございます。 

 

７ページをお願いします。 

報告第６号 時効取得による所有権の移転について、でございます。 

番号１、権利者     、申請地は田で８５６㎡、取得年月日は昭和６０



 4 

年６月３０日でございます。 

       この案件につきましては、権利者は当該土地を２０年以上にわたり自己の所

有地として維持管理しており、取得時効が成立しています。 

 

報告案件につきまして、以上で説明を終わります。よろしくお願いいたしま

す。  

 

議  長   ありがとうございました。事務局から報告がありましたとおりですので、よ

ろしくお願いします。 

 

       それでは、議案事項に入らせていただきます。 

       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（所有権移転）を

議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   はい、議長。８ページをお願いいたします。 

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（所有権移転）、

でございます。 

 

番号１、地区 久居、受人     、面積 ２０，９２６㎡、渡人   

  、面積 １，５２４㎡、申請地 戸木町北興    、台帳地目 田、現

況地目 畑、面積 １３０㎡ 外１筆、合計面積 ２３７㎡。 

これにつきましては、受人は、労力不足のため営農を縮小する渡人から申請

地を譲り受け、営農を拡大するものです。  

 

番号２、地区 久居、受人 有限会社      取締役     、面積

 １，１７３,９４３．３１㎡、渡人     、面積 ２，８３２㎡、申請地

 須ヶ瀬町福森    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ２，０９０㎡ 外

４筆、合計面積 ２，８３２㎡。 

これにつきましては、受人は、遠方のため離農する渡人から申請地を譲り受

け、営農を拡大するものです。  

 

番号３、地区 栗葉、受人     、面積 ３５，２５５㎡、渡人   

  、面積 ６，４１５㎡、申請地 稲葉町中山    、台帳地目・現況地

目とも畑、面積 ３６２㎡。 

これにつきましては、受人は、高齢化による労力不足のため営農を縮小する

渡人から申請地を譲り受け、営農を拡大するものです。  

 

番号４、地区 栗葉、受人     、面積 ３５，２５５㎡、渡人   

   外１名、面積 １０,３７０．３１㎡、申請地 稲葉町藤倉    、台

帳地目・現況地目とも畑、面積 １，１２７㎡ 外１筆、合計面積 ２，５２

９㎡。 

これにつきましては、受人は、労力不足のため営農を縮小する渡人から申請

地を譲り受け、営農を拡大するものです。  

 

番号５、地区 川口、受人     、面積 ０㎡、渡人     、面積

６，０６１㎡、申請地 白山町川口大坪    、台帳地目・現況地目とも田、

面積 １，７５４㎡ 外６筆、合計面積 ６，０１０㎡。 
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これにつきましては、受人は、遠方のため離農する渡人から申請地を譲り受

け、新規に営農を行うものです。 

 

番号６、地区 八ツ山、受人     、面積 ４，６１１㎡、渡人   

  、面積 ４０９㎡、申請地 白山町山田野下司名    、台帳地目 田、

現況地目 畑、面積 １１５㎡ 外１筆、合計面積 ４０９㎡。 

これにつきましては、受人は、遠方のため離農する渡人から申請地を譲り受

け、営農を拡大するものです。  

 

番号７、地区 奥津、受人     、面積 ０㎡、渡人     、面積

 ２，６６１㎡、申請地 美杉町奥津尻江    、台帳地目・現況地目とも

畑、面積 ９９６㎡。 

これにつきましては、受人は、労力不足のため営農を縮小する渡人から申請

地を譲り受け、美杉地域における空き家取得に伴う別段面積を適用して、農地

を取得するものです。 

 

以上、件数は７件、合計面積は１３，３７５㎡、このうち田が８，０５１㎡、

畑が５，３２４㎡でございます。 

 

この案件につきまして、全部効率利用要件、農作業常時従事要件、下限面積

要件、地域との調和要件など、農地法第３条第２項各号には該当しないため、

許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

    

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

  

議  長   ありがとうございます。事務局より説明がありましたが、立ち会っていただ

きました地元委員のご意見をお伺いします。１番、２番、お願いします。 

 

田口委員   ６番、田口です。去る９日の日に農業委員の諸戸さん、椋下さん、私、と地

元推進委員で現地確認をしてまいりました。１番ですけど、場所は    の

北側です。何も問題ないと思います。 

２番ですけど、先ほどと同一人で見てまいりました。場所は    から北

西へ約３００ｍのところです。これも何ら問題ないと思いますので、よろしく

お願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。３番、４番お願いします。 

 

椋下委員   ７番、椋下でございます。１１月９日の日に諸戸部会長と田口委員さん、地

元推進委員と久居総合支所職員と私とで確認をしてまいりました。３番でござ

いますが、場所は    から北へ約４００ｍのところでございます。事務局

の説明どおりでございまして、何ら問題はないと考えます。４番でございます

が、これも１１月９日の日に諸戸部会長と田口委員さん、地元推進委員と久居

総合支所職員と私とで確認をしてまいりました。場所は、    から北へ約

５００ｍのところと、    から北へ約３０ｍのところでございます。事務

局の説明のとおりでございまして、何ら問題はないと考えますのでよろしくご

審議を願います。 
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議  長   ありがとうございます。５番お願いします。 

 

中谷委員   １６番、中谷です。１１月９日の日に西森・中谷両委員と地元推進委員、行

政書士と白山総合支所職員とで確認をしてまいりました。場所は    から

北側へ１００ｍ以内に５件、    から南側へ１００ｍ以内に２件と北と南

に分かれています。渡人は遠方にみえるため、親戚である受人に土地を譲渡し

て、耕作してもらおうとするものです。受人は    ですけれども、両親の

機械等を借りて耕作をしようということでしたので、何ら問題はないかと思い

ます。よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。６番お願いします。 

 

西森委員   １７番、西森です。１１月９日、中谷・西森両委員と地元推進委員、白山総

合支所職員とで立会いをさせていただきました。場所は、    地区内にあ

る    というお寺の南側でございます。現況としては畑として耕作されて

おり、非常にきれいな状態で管理されておりました。そのまま地元の方が引き

継ぐということで、何ら問題はないと考えさせていただきました。以上です。 

 

議  長   ありがとうございます。７番お願いします。 

 

結城委員   １８番、結城です。９日の日に地元推進委員と事務局で現地を確認いたしま

した。渡人は管理維持が困難なため、営農規模を縮小して譲渡したいとのこと

でした。受人は美杉の土地・建物を譲り受け、生活をしていきたいとのことで、

今回の売買は美杉特有の空き家バンクの対象でございます。野菜を作って楽し

みたいとのことでございます。よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。地元委員より説明がございましたが、皆さん方のご

意見をお伺いしたいのですが。どうです。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   よろしいですか。それではお諮りします。ただいま審議をいただきました議

案第１号について、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第１号については許可することを決定し

たいと思います。 

 

       続きまして、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（地

役権）を議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   はい、議長。１０ページをお願いいたします。 

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（地役権）でござ

います。 

 

番号１、地区 倭、借人 合同会社      代表社員 株式会社  
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    職務執行者     、地役権を設定している面積０㎡、貸人   

   面積 ４，５１２㎡ 申請地 白山町南出東兵司    、台帳地目・

現況地目とも田、面積 ５６１㎡ 外１筆、合計面積 １，１２９㎡。 

これにつきましては、借人は、２４年間の地役権を設定し、申請地の空中に

太陽光発電事業のための送電線を設置しようとするものです。 

 

番号２、地区 八ツ山、借人 合同会社      代表社員 株式会社  

    職務執行者     、地役権を設定している面積０㎡、貸人   

   面積 １，９４６㎡、申請地 白山町古市東沖    、台帳地目・現

況地目とも畑、面積 ７２７㎡。 

これにつきましては、借人は、２４年間の地役権を設定し、申請地の空中に

太陽光発電事業のための送電線を設置しようとするものです。 

 

番号３、地区 八ツ山、借人 合同会社      代表社員 株式会社  

    職務執行者     、地役権を設定している面積０㎡、貸人   

  、面積 ４,２０５．２２㎡、申請地 白山町古市東沖    、台帳地目・

現況地目とも畑、面積 ５３８㎡。 

これにつきましては、借人は、２４年間の地役権を設定し、申請地の空中に

太陽光発電事業のための送電線を設置しようとするものです。 

 

番号４、地区 八ツ山、借人 合同会社      代表社員 株式会社  

    職務執行者     、地役権を設定している面積０㎡、貸人   

  、面積 １３，７７４㎡、申請地 白山町古市東沖    、台帳地目・

現況地目とも畑、面積 ６１４㎡。 

これにつきましては、借人は、２４年間の地役権を設定し、申請地の空中に

太陽光発電事業のための送電線を設置しようとするものです。 

 

番号５、地区 八ツ山、借人 合同会社      代表社員 株式会社  

    職務執行者     、地役権を設定している面積０㎡、貸人   

  、面積 ４，１６４㎡、申請地 白山町古市東沖    、台帳地目・現

況地目とも田、面積 １，４４２㎡。 

これにつきましては、借人は、２４年間の地役権を設定し、申請地の空中に

太陽光発電事業のための送電線を設置しようとするものです。 

 

番号６、地区 八ツ山、借人 合同会社      代表社員 株式会社  

    職務執行者     、地役権を設定している面積０㎡、貸人   

  、面積 １，５９７㎡、申請地 白山町古市東洞    、台帳地目・現

況地目とも畑、面積 １２８㎡。 

これにつきましては、借人は、２４年間の地役権を設定し、申請地の空中に

太陽光発電事業のための送電線を設置しようとするものです。 

 

以上、件数は６件、合計面積は４，５７８㎡、このうち田が２，５７１㎡、

畑が２，００７㎡でございます。 

この案件につきまして、農地法第３条第２項ただし書きの規定に該当するこ

とから、許可要件を満たしていると考えます。 

 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
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議  長   ありがとうございます。事務局より説明がありましたが、地元委員のご意見

をお伺いします。１番お願いします。 

 

中谷委員   １６番 中谷です。１番を説明させていただきます。９日の日に西森・中谷

両委員と地元推進委員、白山総合支所の職員と業者の方で確認させていただき

ました。この案件では、本来立会いはないのですけれども、このあとの１３ペ

ージの議案第４号、番号１１及び１２で審議いただく内容で、同じ日に本庁立

会いの下現地確認があり、この際一緒に守山会長、諸戸部会長と事務局も一緒

に確認をしていただきました。場所は旧    から南西へ約１５０ｍあたり

です。送電線のための地役権でありまして、耕作もそのままされるとうことで

すので、何ら問題はないかと思われますのでよろしくお願いをいたします。 

 

議  長   次に２番から６番お願いします。 

 

西森委員   １７番、西森です。２番から６番、説明させていただきます。１１月の９日

中谷・西森両委員と地元推進委員、それから白山総合支所の職員というメンバ

ーで立会いをさせていただきました。現況ですが、地元推進委員が申請地の一

部を現在耕作されておりまして、残りの場所については、荒地という状況でご

ざいました。地役権ということで上空の話ですので、耕作には影響ないし、地

元としてこれといった話はございませんでした。場所は、    集落から離

れ    方面へ入ったところになるのですけれども、ちょうど建物も立って

いないような状況でございました。地役権ということで何ら問題はないと判断

させていただきます。以上です。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。ただいま地元委員の説明がございましたが、

皆さん方のご意見をお伺いします。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   どうです、よろしいですか。それでは、お諮りします。ただいま審議をいた

だきました議案第２号について、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第２号については許可することを決定し

たいと思います。 

 

       続きまして、議案第３号、農地法第４条第１項の規定による許可申請につい

てを議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １１ページをお願いします。 

議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、でござい

ます。 

 

番号１、地区 大三、申請者     、申請地 白山町二本木沖広   

 、台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積 ３５３㎡ 外１筆、合計面積 ４
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８１㎡。 

これにつきましては、申請地を農業用倉庫用地とするものですが、昭和５０

年頃から同じ目的で使用されており、始末書の提出がありますことから、これ

を追認しようとするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

以上、件数は１件で、合計面積は畑で４８１㎡でございます。この案件につ

きまして、農地法第４条第６項各号には該当しないため、許可要件のすべてを

満たしていると考えます。 

 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。事務局の説明がありましたが、地元委員のご

意見をお伺いします。 

 

中谷委員   １６番 中谷です。９日の日に西森・中谷両委員と白山総合支所職員、行政

書士とで確認をしてまいりました。場所は    から南東へ約２５０ｍのと

ころです。現在も農業用倉庫が建っておりまして、事務局の説明どおり、始末

書も出ておりますので何ら問題はないかと思います。よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。地元委員の説明がございましたが、皆さん方の意見

をお聞きしたいと思います。いかがですか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それではお諮りします。ただいま審議をいただきました議案第３号について、

これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第３号については許可することと決定し

たいと思います。 

 

       続きまして、議案第４号、農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て（所有権移転）を議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １２ページをお願いいたします。 

議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移

転）でございます。 

 

番号１、地区 久居、受人     、渡人     、申請地 戸木町濱

塚    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ７３７㎡ 外１筆、合計面積

 ９２２㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、３５４．２４㎡、パネルの

設置率は、架台に２０度の傾斜をつけることによる影の影響で間隔を広くとる

必要があることから、転用面積の３８．４％になります。農地区分は、第２種

農地と判断されます。 
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番号２、地区 久居、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 久居藤ヶ丘町西硯石    、台帳地目 山林、現

況地目 田、面積３６３㎡ 外１筆、合計面積 ２，０１２㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、６８６．４㎡、パネルの設

置率は、メンテナンス等の車両の進入路を確保すること、法面をさけてパネル

を設置することから、転用面積の３４．１％になります。農地区分は、第２種

農地と判断されます。 

 

番号３、地区 久居、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 久居相川町硯石    、台帳地目・現況地目とも

田、面積 １，３２２㎡ 外１筆、合計面積 １，３７４㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、５６１．６㎡、パネルの設

置率は、転用面積の４０．９％になります。農地区分は、第２種農地と判断さ

れます。 

 

番号４、地区 久居、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 久居相川町硯石    、台帳地目・現況地目とも

田、面積 ２５１㎡ 外３筆、合計面積 ２，２１０㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、５６１．６㎡、パネルの設

置率は、メンテナンス等の車両の進入路を確保すること、法面近くに基礎であ

るスクリューを打ち込むと強風時に法面崩壊の恐れがあるため法面から離隔す

ること、南側の畔と畔の間の土地が６ｍ程しかなく設置不可であることから、

転用面積の２５．４％になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号５、地区 久居、受人     、渡人     、申請地 久居相川

町硯石    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ２２９㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、次の番号６で許可を受けよ

うとする隣接地との一体的利用により４０３．６５㎡、設置率は、転用面積の

４２．６％になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号６、地区 久居、受人     、渡人     、申請地 久居相川

町硯石    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ７１９㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、先の番号５で許可を受けよ

うとする隣接地との一体的利用により４０３．６５㎡、設置率は、転用面積の

４２．６％になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号７、地区 栗葉、受人     、渡人      外１名、申請地 大

鳥町西野    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 １４８㎡ 外２筆、合

計面積 ４４５㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、１８０．３６㎡、パネルの
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設置率は、転用面積の４０．５％になります。農地区分は、第２種農地と判断

されます。 

 

番号８、地区 大井、受人      株式会社 代表取締役     、

渡人     、申請地 一志町井生平尾    、台帳地目・現況地目とも

畑、面積 ３９３㎡ 外１筆、合計面積 ５３８㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、隣接地との一体的利用によ

り７３５㎡、設置率は、同様に一体的利用により、５０．４％になります。農

地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号９、地区 川合、受人      外１名、渡人     、申請地 一

志町片野北浦    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ２４１㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を一般個

人住宅用地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号１０、地区 川口、受人     、渡人     、申請地 白山町

川口稽古野    、台帳地目 田、現況地目 雑種地、面積 ５１㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を宅地進

入用道路とするものですが、昭和６２年から同じ目的で使用されており、始末

書の提出がありますことから、これを追認しようとするものです。農地区分は、

第２種農地と判断されます。 

 

番号１１、地区 倭、受人 合同会社      代表社員 株式会社  

    職務執行者     、渡人      外１名、申請地 白山町南

出東兵司    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ７３０㎡ 外２筆、合

計面積 ２，４５４㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を資材置

場用地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号１２、地区 倭、受人 合同会社      代表社員 株式会社  

    職務執行者     、地上権者      株式会社 支配人  

   、渡人     、申請地 白山町南出東兵司    、台帳地目・現

況地目とも畑、面積 ３５３㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を鉄塔敷

地及び進入用道路、資材置場用地とするものですが、その後当該地を    株

式会社に地上権設定するものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号１３、地区 八知、受人      代表役員     、渡人   

  、申請地 美杉町八知南瀬古    、台帳地目 畑、現況地目 境内地、

面積 １０５㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を物置用

地及びトイレ用地、浄化槽用地とするものですが、平成１７年から同じ目的で

使用されており、始末書の提出がありますことから、これを追認しようとする

ものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号１４、地区 上多気、受人     、渡人     、申請地 美杉
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町上多気土井沖    、台帳地目 畑、現況地目 雑種地、面積 ３３㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を農業用

倉庫用地とするものですが、昭和４５年から同じ目的で使用されており、始末

書の提出がありますことから、これを追認しようとするものです。農地区分は、

第２種農地と判断されます。 

 

番号１５、地区 上多気、受人     、渡人     、申請地 美杉

町上多気町屋    、台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積 １５７㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を一般個

人住宅用地とするものですが、昭和２５年から同じ目的で使用されており、始

末書の提出がありますことから、これを追認しようとするものです。農地区分

は、第２種農地と判断されます。 

 

以上、件数は１５件、合計面積は１１，８４３㎡、このうち田が８，２４８

㎡、畑が３，１８０㎡、その他が４１５㎡でございます。 

いずれの案件につきましても農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

  

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。事務局より説明がありましたが、立ち会っていただ

きました地元委員のご意見をお伺いします。１番から６番までお願いします。 

 

田口委員   ６番 田口です。去る９日の日に見てまいりました。諸戸さんと椋下さんと

私と久居総合支所の職員、地元推進委員で見てまいりました。場所は、   

 団地の南側を走る道路より西へ約１００ｍ行ったところです。何ら問題ない

と思います。 

       ２番から４番は、９日の午後、本庁事務局と守山会長、諸戸部会長、地元推

進委員と私で見てまいりました。場所としてはすべて同じで、    交差点

から南へ約１５０ｍのところです。 

       ５番、６番も場所は一緒で、午前中に見てまいりました。先ほど事務局から

説明がありましたけど、ちょっと道路幅が狭いので、それだけ控えてくれとは

言ってまいりましたが、特に問題ないと考えています。よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。７番、お願いします。 

 

椋下委員   ７番、椋下でございます。１１月９日に諸戸部会長と田口委員、地元推進委

員と久居総合支所職員と私とで見てまいりました。場所は    バス停から

西へ約４００ｍのところでございまして、事務局の説明のとおり何ら問題ない

と考えますのでよろしくご審議願います。 

 

議  長   ありがとうございます。８番、お願いします。 

 

宮本委員   １４番、宮本です。９日の日に守山会長と片岡委員、地元推進委員、事務局

の立会いで確認をしてまいりました。場所は、    集落の南側です。家と

家の間に申請地があり、隣接する地目宅地を一体利用し、太陽光発電をされる

とのことで何ら問題ないように思いました。よろしくお願いします。 
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議  長   ありがとうございます。９番、お願いします。 

 

片岡委員   ２３番、片岡でございます。１１月９日の日に守山会長、宮本委員、私と地

元推進委員、事務局ということで立会いをいたしました。    のそばにな

るのですけれども、事務局から説明がありましたように何ら問題ないというこ

とで了解を得ておりますので、よろしくご審議のほどお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。１０番から１２番、お願いします。 

 

中谷委員   １６番、中谷です。１１月９日の日に西森・中谷両委員と地元推進委員、白

山総合支所職員、行政書士立会いのもと確認をしてまいりました。場所は  

  から北へ７０ｍです。渡人の    さんが、受人の    さんに宅地

等を含めて譲渡するのですが、道路から宅地に侵入する進入路が農地のままで

あるということで、それを今回出てきたわけです。始末書も提出されておりま

すので何ら問題はないかと思います。 

       続きまして１１番、１２番ですけれども、１１月９日の日に守山会長、諸戸

部会長、事務局、西森・中谷両委員と地元推進委員、白山総合支所の職員、行

政書士と工事関係者立会いの上、確認してまいりました。太陽光発電事業に係

る資材置場とする申請が出ております。何ら問題はないかと思われますので、

よろしくお願いをいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。１３番から１５番、お願いします。 

 

結城委員   １８番、結城です。まず１３番八知につきましては、９日の日に地元推進委

員と事務局で現地確認をいたしました。寺の設備が老朽化してきたということ

で、物置、便所、合併浄化槽の設置が必要ということで申請をされました。 

１４番上多気ですが、これも地元推進委員と事務局で現地確認をいたしまし

た。昭和４５年頃から、既に農機具倉庫として使用されており、無断転用とな

っておりましたが、始末書の提出及び現状写真が添付されておることから、よ

ろしくお願いしたい。 

１５番については、親戚関係になりますが、建物を別荘として譲り受けたい。

このたび、土地の分筆登記が完了したので、改めて手続きを経て、宅地として

譲り受けたいということでございます。よろしくお願いします。以上です。 

 

議  長   ありがとうございます。地元委員の説明が終わりました。皆さん方の意見を

お聞きしたいと思います。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   よろしいですか。それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました

議案第４号について、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。異議なしと認め、議案第４号については許可するこ

とに決定したいと思います。 
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続きまして、議案第５号、農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て（賃貸借権）を議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １４ページをお願いいたします。 

議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸借権）

でございます。 

 

番号１、地区 栗葉、借人      合同会社 代表社員     、貸

人     、申請地 大鳥町西野    、台帳地目 田、現況地目 畑、

面積 ８３９㎡。 

これにつきましては、借人は、貸人との間に２０年間の賃貸借権を設定し、

申請地を太陽光発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、３２０．６

４㎡、パネルの設置率は、不整形地であるため、転用面積の３８．２％になり

ます。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号２、地区 栗葉、借人     、貸人     、申請地 大鳥町西

野    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 １６１㎡ 外２筆、合計面積

５１０㎡。 

これにつきましては、借人は、貸人との間に２０年間の賃貸借権を設定し、

申請地を太陽光発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、１７３．６

８㎡、設置率は、通路を確保するために、境界からフェンスを控えて設置する

ことから転用面積の３４．１％になります。農地区分は、第２種農地と判断さ

れます。 

 

番号３、地区 川合、借人 株式会社      代表取締役     、

貸人     、申請地 一志町片野堂ノ城    、台帳地目・現況地目と

も畑、面積４４２㎡ 外１筆、合計面積 ５７７㎡。 

これにつきましては、借人は、貸人との間に２０年間の賃貸借権を設定し、

申請地を太陽光発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、２９０．５

㎡、パネルの設置率は、転用面積の５０．３％になります。農地区分は、第２

種農地と判断されます。 

 

番号４、地区 川合、借人 株式会社      代表取締役     、

貸人     、申請地 一志町片野北浦    、台帳地目・現況地目とも

畑、面積 ８９２㎡。 

これにつきましては、借人は、貸人との間に２０年間の賃貸借権を設定し、

申請地を太陽光発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、６７３．３

８㎡、パネルの設置率は、転用面積の７５．５％になります。農地区分は、第

２種農地と判断されます。 

 

以上、件数は４件、合計面積は２，８１８㎡、このうち田が８３９㎡、畑が

１，９７９㎡でございます。 

この案件につきまして、農地法第５条第２項各号には該当しないため、許可

要件のすべてを満たしていると考えます。１２ページをお願いいたします。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。    
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議  長   事務局より説明がありましたが、地元委員のご意見をお伺いしたいと思いま

す。１番、２番、お願いします。 

 

椋下委員   ７番、椋下でございます。１番、２番は近接してございまして、１１月９日

の日に諸戸部会長と田口委員、地元推進委員、久居総合支所職員と私とで確認

をさせていただきました。場所は、    バス停から約４００ｍのところで

ございまして、事務局の説明どおり何ら問題はないと考えますので、よろしく

お願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。３番、４番 お願いします。 

 

片岡委員   ２３番、片岡でございます。１１月９日の日に守山会長、宮本委員、私と事

務局２名と、地元推進委員で立会いをさせていただきました。    近くに

なるのですけれども、先ほど説明がありましたように、５０％を超えるような

比率でございまして、何ら問題ないということで確認をしております。どうか

よろしくご審議をお願いいたします。 

       それから４番の川合につきましても、同じく    の近くでございまして、

守山会長、宮本委員、事務局、それから地元推進委員さん立会いのもと確認を

させていただきました。事務局の説明どおり何ら問題ないということで確認を

しておりますので、どうかよろしくご審議のほどお願いいたします。 

 

議  長   地元委員より説明がございましたが、皆さんのご意見もお伺いしたいと思い

ます。いかがでしょうか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞  

 

議  長   それでは、お諮かりします。ただいま審議をいただきました議案第５号につ

いて、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第５号については許可することに決定し

たいと思います。 

 

       続きまして、議案第６号、農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て（地上権）を議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １５ページをお願いいたします。 

議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（地上権）

でございます。 

 

番号１、地区 久居、借人 株式会社      代表取締役     、

貸人     、申請地 戸木町沓硲    、台帳地目・現況地目とも田、

面積 ７１７㎡。 

これにつきましては、借人は、貸人との間に２１年間の地上権を設定し、申

請地を太陽光発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、隣接地との一

体的利用により５９０．４㎡、設置率は、同様に一体的利用により、４３．５％
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になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号２、地区 栗葉、借人     、貸人     、申請地 庄田町中

川原    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 １８５㎡ 外１筆、合計面

積８４２㎡。 

これにつきましては、借人は、貸人との間に２０年間の地上権を設定し、申

請地を太陽光発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、５９０．４㎡、

パネルの設置率は、転用面積の７０．１％になります。農地区分は、第２種農

地と判断されます。 

 

以上、件数は２件、合計面積は１，５５９㎡、このうち田が７１７㎡、畑が

８４２㎡でございます。 

この案件につきましても、農地法第５条第２項各号には該当しないため、許

可要件のすべてを満たしていると考えます。 

 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局より説明がありましたが、地元委員のご意見をお伺いしたいと思いま

す。１番、お願いします。 

 

田口委員   ６番、田口です。去る９日の午前中に見てまいりました。私と諸戸部会長と

椋下さんと地元推進委員と久居総合支所職員と見てまいりました。場所は、 

   の北側でございます。何も問題ないと思います。 

 

議  長   ありがとうございます。２番、お願いします。 

 

椋下委員   ７番、椋下でございます。去る９日に諸戸部会長、田口委員、地元推進委員

と久居総合支所職員と私とで確認をさせていただきました。場所は、    か

ら南へ約３００ｍのところでございまして、事務局の説明どおりでございまし

て、何ら問題はないと考えますのでよろしくご審議願います。 

 

議  長   地元委員より説明がございましたが、皆さんのご意見もお伺いします。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞  

 

議  長   よろしいですか。それでは、お諮かりします。ただいま審議をいただきまし

た議案第６号について、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第５号については許可することに決定し

たいと思います。 

 

       続きまして、議案第７号、農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て（使用貸借）を議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １６ページをお願いいたします。 

議案第７号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用貸借）
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でございます。 

 

番号１、地区 久居、借人 有限会社      代表取締役     、

貸人     、申請地 久居明神町大釜    、台帳地目・現況地目とも

畑、面積 ２，７８３㎡。 

これにつきましては、借人は、貸人との間に３０年間の使用貸借権を設定し、

申請地を豚舎とするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号２、地区 川合、借人 有限会社      代表取締役     、

貸人     、申請地 一志町片野南浦    、台帳地目・現況地目とも

畑、面積 ７１６㎡。 

これにつきましては、借人は、貸人との間に永年間の使用貸借権を設定し、

申請地を太陽光発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、３７４．４

㎡、パネルの設置率は、転用面積の５２．３％になります。農地区分は、第２

種農地と判断されます。 

 

番号３、地区 大三、借人     、貸人     、申請地 白山町二

本木沖広    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ４５９㎡。 

これにつきましては、借人は、貸人との間に３０年間の使用貸借権を設定し、

申請地を農家住宅用地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断されま

す。 

 

番号４、地区 大三、借人     、貸人     、申請地 白山町三

ヶ野大井谷    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ３９５㎡ 外１筆、

合計面積 ５８４㎡。 

これにつきましては、借人は、貸人との間に２０年間の使用貸借権を設定し、

申請地を太陽光発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、隣接地との

一体的利用により４７２．３２㎡、設置率は、同様に一体的利用により、４５．

３％になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

以上、件数は４件、合計面積は畑で４，５４２㎡でございます。 

この案件につきまして、農地法第５条第２項各号には該当しないため、許可

要件のすべてを満たしていると考えます。 

 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局より説明がありましたが、立ち会っていただきました地元委員のご意

見をお伺いします。１番、お願いします。 

 

田口委員   ６番、田口です。去る９日の午後、会長、部会長、本庁の事務局の人たちと

私と、地元推進委員で見てまいりました。    の農場と    の間より

北側です。これも何ら問題ないと思いますので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。２番、お願いします。 

 

片岡委員   ２３番、片岡でございます。１１月９日の日に守山会長、宮本委員、事務局、

地元推進委員の方と立会いをさせていただきました。事務局より説明がありま
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したとおり、条件の上でも何ら問題ないということで確認させていただいてお

りますので、ご審議いただきますよう、よろしくお願いしたします。 

 

議  長   ありがとうございます。３番、４番、お願いします。 

 

中谷委員   １６番、中谷です。３番ですけども９日の日に西森・中谷両委員と総合支所

の職員、行政書士とで確認しました。場所は議案第３号でありました土地と隣

り合わせた土地でありまして、    南東約２５０ｍのところです。借人は

現在アパート住まいをしておりますけれども、手狭となったために貸人である

父よりこの土地を借り受けて、農家住宅を建てようとするものでありまして、

なんら問題はないかと思いますので、よろしくお願いいたします。 

       続きまして４番ですけれども、これも９日の日に西森・中谷両委員と地元推

進委員、総合支所の職員とで確認しました。業者も同席しております。場所は

国道１６５号線    の東約５００ｍのところです。貸人の父親が高齢で、

借人の息子さんが会社員の方で耕作もできないということで太陽光発電にしよ

うということになったそうです。何ら問題はないかと思いますのでよろしくお

願いいたします。 

 

議  長   地元委員より説明がございましたが、皆さんのご意見もお伺いしたいと思い

ます。よろしいですか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞  

 

議  長   それでは、お諮かりします。ただいま審議をいただきました議案第７号につ

いて、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第７号については許可することに決定し

たいと思います。 

 

       次に別冊でお配りしました議案第８号、農業経営基盤強化促進法第１８条の

規定による農用地利用集積計画の決定についてを議題といたします。事務局の

説明をお願いします。 

 

事 務 局   議案第８号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積

計画の決定について、でございます。 

資料の２枚目、農用地利用集積計画地区別集計表をご覧ください。各地区別

に、下の合計欄で説明をさせていただきます。 

まず、久居地区をご覧ください。田の賃貸借、使用貸借で７６，６３３㎡、

畑の賃貸借、使用貸借で５，９３１㎡、契約件数は２８件でございます。 

一志地区につきましては、田の賃貸借で９０,８４６．６７㎡、畑の使用貸借

で８６１㎡、契約件数は５５件でございます。 

白山地区につきましては、田の賃貸借で３４，４３７㎡、畑の賃貸借、使用

貸借で１，４７５㎡、契約件数は１４件でございます。 

美杉地区につきましては、田の使用貸借で３９１㎡、契約件数は 1 件でござ

います。 
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以上、合計で田の集積が、賃貸借、使用貸借を合わせて２０２,３０７．６７

㎡、畑の集積が、賃貸借、使用貸借を合わせて８，２６７㎡、合計契約件数は 9

8件、合計面積は２１０,５７４．６７㎡となっております。 

  

次に認定農業者への集積状況でございます。 

地区別の認定農業者への集積は久居地区１１件、一志地区２３件、美杉地区

１件で合計３５件、合計面積は１２５,１１４．６７㎡でございます。 

なお、認定農業者への集積率は、件数で３５．７％、面積で５９．４％とな

っております。 

 

今回提出させていただきました利用集積計画につきましては、農業経営基盤

強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

次に、３枚目からの「農用地利用集積計画の概要」でございますが、今回の

利用集積計画のうち、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参与の制限に

該当します案件がございますので、ご審議いただくにあたりまして、ご配慮い

ただきますようよろしくお願いします。 

 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。今回の案件のうち、始めに、農業委員会等に

関する法律第３１条の議事参与の制限に該当する案件について、ご審議をお願

いします。 

       

       整理番号１、ほか３件についてです。    委員、一時退室をお願いしま

す。 

       

       ＜ 退  室 ＞ 
 

議  長   この４件についていかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞  

          

議  長   それでは、お諮かりします。ただいま、審議をいただきました４件について、

ご異議ございませんか。 

       

部会委員   ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   ありがとうございます。この案件につきましては適正であると認め、市長に

進達することにいたします。 

 

議  長   入室してください。 

 

       ＜ 入  室 ＞ 
       

議  長   それでは、議事参与の制限に該当しない案件につきましてご審議をお願いし

ます。皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞  
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議  長   それでは、お諮かりします。ただいま、審議をいただきました案件について、

ご異議ございませんか。 

       

部会委員   ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   ありがとうございます。これらの案件につきましても適正であると認め、市

長に進達することにいたします。 

       

       以上で、本部会に付議されました議案の審議はすべて終了いたしました。 

       これをもちまして、第１１回 第２農地部会を閉会します。 

 

 

 

                                 午後４時０７分 

 

 

上記は、第１１回第２農地部会の議事を録したものである。 

 

  平成３０年１１月１６日 

 

 

                     議事録署名者              

 

 

 

                     議事録署名者              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


