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第 ５ 回 第 １ 農 地 部 会 議 事 録 

 
 

日      時  令和元年５月１６日（木）午前１０時００分 

 

場      所  津市水道局 ２階 大会議室 

 

出 席 部 会 委 員  1 太田 義政・2 田中 康章・3 田村 明・4 東海 光政 

5 村澤 藤次・8 喜多 義幸・9 片岡 正春・10牧野 礼𠮷 

11清水 喜代己・12海野 要・13内藤 正敏 

19草深 みつよ・23川邊 千秋 

                                 以上１３名 

 

欠 席 委 員  21坂野 大徹 

 

出席部会員外委員  会長 守山 孝之 

 

議      長  第１農地部会長 太田 義政 

 

事 務 局 職 員  藤井事務局長・竹田主査 

 

総 合 支 所  河芸：後藤副主幹 美里：倉田主事補 安濃：横井担当副主幹 

          芸濃：清水主査 香良洲：中山担当主幹 

 

議 事 録 署 名 者  5 村澤 藤次・9 片岡 正春 

 

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（所有権移転・使用 

貸借） 

報告第６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（賃貸借権） 

報告第７号  買受適格証明願（競売）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４条第１項の規定による許可申請について 

議案第３号  農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移転） 

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（賃貸借権） 

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（地上権） 

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（使用貸借） 

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（所有権移転・使用貸 

借） 

議案第８号  農地法第５条第１項の規定による許可取消願について（使用貸借） 

議案第９号  事業計画変更承認申請について 

議案第１０号 買受適格証明願（公売）について 
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議案第１１号 非農地証明願について 

議案第１２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   それでは第５回第１農地部会を開催させていただきます。 

本日の欠席は、２１番の坂野 大徹委員１名で、出席委員は１３名でござい

ますが、今、海野さんが少し遅れて見えるということでございます。 

それでは、議事録署名者を私の方から指名させていただきます。５番 村澤 

藤次委員、９番 片岡 正春委員、よろしくお願いします。 

まず始めに、会長の専決等の報告事項にはいります。報告第１号から第７号 

まで、事務局から一括して報告をお願いします。 

 

事 務 局   はい、議長。座って説明させていただきます。まず、報告案件の説明に入り

ます前に、部会当日の議案書差し替えに至った経緯について、ご説明させてい

ただきます。 

議案書を送付後、議案内容について再度確認していたところ、一つの事業に

おいて、２つの権利を取得し、一体的に転用しようとする事案があることが判

明しました。 

この件は、議案第７号として新規に追加させていただいておりますが、これ

により、これ以降の議案番号にズレが生じたため、このような対応をさせてい

ただきました。 

大変申し訳ございませんでした。 

 

それでは、改めて報告案件の説明をさせていただきます。 

議案書の１ページから２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１４で、合計件数は１４件、合計面積は４１，５７１㎡、その内

訳は田が３４，６９８㎡、畑が６，８７３㎡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。 

 

３ページから４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５で、合計件数は５件、合計面積は１６，５０７㎡で、その内訳

は田が１１，６６６㎡、畑が４，８４１㎡、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、現況地目が農地以

外と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。 

 

５ページをお願いいたします。 
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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、一般個人住宅用地でございます。  

以上、件数は１件、面積は畑で、１９㎡でございます。 

 

６ページから７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、共同住宅用地 

番号２、番号３、太陽光発電施設用地 

番号４から番号７、宅地分譲用地 

番号８、駐車場及び庭用地 

番号９、宅地造成用地 

番号１０、番号１１、一般個人住宅用地 

番号１２、貸駐車場用地 

でございます。  

合計件数は１２件で、合計面積は８，０３２㎡、その内訳は田が５，２８８

㎡、畑が２，７４４㎡でございます。 

 

８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（所有権

移転・使用貸借）、でございます。 

番号１、太陽光発電施設用地でございます。 

これについては、２名の共有で持っている土地を、持分ごとに使用貸借の設

定、所有権の移転を行ったものになります。 

以上、件数は１件、面積は畑で、１，３６４㎡でございます。 

 

９ページをお願いいたします。 

報告第６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（賃貸借

権）でございます。 

番号１、店舗用地でございます。 

以上、件数は１件、面積は田で、７０３㎡でございます。 

 

１０ページから１１ページをお願いいたします。 

報告第７号 買受適格証明願（競売）について、でございます。 

番号１、資材置場用地 

番号２、貸駐車場用地 

番号３、賃貸コンテナ倉庫用地 

番号４、番号５、駐車場用地 

番号６から番号８、貸駐車場用地 

番号９、資材置場用地 

番号１０、太陽光発電施設用地 

番号１１から番号１４、駐車場用地でございます。 

これにつきましては、津地方裁判所が行う不動産競売に参加するための証明

願であり、対象農地が市街化区域内でありますことから、農地法第５条の届出

が添付されております。 
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以上、合計件数は１４件、合計面積は 田で ２２，８７１㎡でございます。 

 

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   事務局より報告があったとおりでございますので、よろしくお願いします。 

地区の担当の方によっては詳細をご覧いただきたいと思います。それでは、議 

案事項に入ります。 

 

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）、

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 安東、受人     、面積 ６７５，６１０㎡、渡

人     、面積 ４，８８８㎡、申請地 一色町前君    、台帳地

目・現況地目とも田、面積 ２，９９１㎡。 

これにつきましては、受人は、相手方の要望により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 高野尾、受人      、面積  ７，２７１㎡、渡

人     、面積 ５，９３２㎡、申請地 高野尾町寺谷    、台帳地

目 田、現況地目 畑、面積 ５５０㎡。 

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３、地区 椋本、受人     、面積 １８,４２６．４０㎡、渡人 

      外２名、面積  ６，４３３㎡、申請地  芸濃町椋本冨

家    、台帳地目 田、現況地目 畑、面積 ６，２０５㎡。 

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

る渡人から要望を受け、申請地を譲り受けるものです。 

 

以上、件数は３件、合計面積は田で９，７４６㎡でございます。 

いずれの案件につきましても、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   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

番号１番、地区 安東、私１番です。 

 

太田委員  １番 太田です。１０日の日に現地確認しておりますけれども、先般、    

の侵入路のために立ち退きをした    でございますが、そこを石橋のすぐ
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手前で、農地転用してそこに住居が移転するわけでございますが、その東側に

直接隣接する田でございます。営農拡大ということで、何ら問題ございませ

ん。よろしくお願いいたします。 

 

議  長   番号２、地区 高野尾。 

 

田中委員   ２番 田中です。１１日の日に地元推進委員と現地確認を行いまして、何ら

問題がないということで、１５日に高野尾農業振興協議会を開きまして、メン

バーに審議していただきまして、何ら問題ないということでした。以上です。 

 

議  長   番号３、地区 椋本。 

 

牧野委員   １０番 牧野です。現地確認もいたしましたし、相手方が高齢化のために水

谷さんに渡すと言うことです。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   地元委員さんからは、異議のない旨の発言がありました。皆さんいかがでし

ょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞   

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第１号については、許可することに決定いた

します。 

 

次に議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について事務局

の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １３ページをお願いいたします。 

議案第２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 椋本、申請者     、申請地 芸濃町椋本東豊久

野    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 １，５１２㎡。 

これにつきましては、申請地を長屋住宅用地とするものです。農地区分は第

３種農地と判断されます。 

 

番号２、地区  安西、申請者      、申請地  芸濃町小野平柳

原    、台帳地目 田、現況地目 畑、面積 ６７８㎡。 

これにつきましては、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、４７２．３２㎡、パネルの設置率は、転用面積の６９．７％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２，１９０㎡、このうち田が６７８㎡、畑が

１，５１２㎡でございます。 

 

いずれ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、
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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   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

番号１、地区 椋本。 

 

牧野委員   １０番 牧野です。先般、事務局の方、それから会長さん、部会長さんと地

元推進委員の皆さんと一緒に立会いをいたしました。数年前にアパートが建っ

ているそのもう一つ隣の空き地の所へ建てるということでございまして。皆さ

ん見てもらいましたけれども、何ら問題がないということでございますので、

よろしくお願いをいたします。 

 

議  長   番号２、地区 安西。 

 

片岡委員   ９番 片岡です。５月１０日の日に地元推進委員さんと我々委員が現地確認

いたしましたところ、何ら問題はないということですので、確認をいたしまし

た。以上です。よろしくお願いします。 

 

議  長   地元委員さんからは、異議のない旨の発言がありました。皆さんいかがでし

ょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞   

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第２号については、許可をすることに決定い

たします。 

 

次に議案第３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）、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １４ページから１８ページをお願いいたします。 

議案第３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 白塚、受人     、渡人     、申請地 白塚町南

永定    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ３１０㎡。 

これにつきましては、申請地の近くで、自己が経営する法人の代表を務める

受人が、渡人から申請地を譲り受け、従業員用の駐車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２、地区 白塚、受人      株式会社 代表取締役     、

渡人     、申請地 白塚町北永定    、台帳地目・現況地目とも

田、面積 ３５２㎡ 外３筆、合計面積 ８８９㎡。 

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、３９８．４０㎡、パネルの

設置率は、転用面積の４４．８%になります。農地区分は、第２種農地と判断
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されます。 

 

番号３、地区  一身田、受人  株式会社       代表取締

役     、渡人      持分２分の１ 外１名、申請地 一身田豊野

こノ坪    、台帳地目・現況地目とも田、面積 １，４４７㎡。 

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、５８９．２４㎡、パネルの

設置率は、転用面積の４０．７％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  一身田、受人  株式会社       代表取締

役      、渡人       外１名、申請地  一身田豊野こノ

坪    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ８６９㎡ 外１筆、合計面積 

１,２７２㎡。 

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、５８９．２４㎡、パネルの

設置率は、転用面積の４６．３％になります。農地区分は、第２種農地と判断

されます。 

 

番号５、地区  一身田、受人  株式会社       代表取締

役     、渡人     、申請地 一身田豊野こノ坪    、台帳地

目・現況地目とも田、面積 ９１２㎡。 

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、３９２．８３㎡、パネルの

設置率は、転用面積の４３．１％になります。農地区分は、第２種農地と判断

されます。 

 

番号６、地区  一身田、受人  株式会社       代表取締

役     、渡人     、申請地 一身田豊野こノ坪    、台帳地

目・現況地目とも田、面積 １，１０７㎡。 

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、４７１．３９㎡、パネルの

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  一身田、受人  社会福祉法人       理事

長     、渡人     、申請地 一身田平野平野    、台帳地

目・現況地目とも畑、面積 ３４０㎡。 

これにつきましては、受人は、申請地の近くで社会福祉業を営んでおり、既

存駐車場が手狭であるため、渡人から申請地を譲り受け、職員用の駐車場用地

を確保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８、地区 神戸、受人      株式会社 代表取締役     、

渡人     、申請地 野田柳谷    、台帳地目・現況地目とも畑、面

積 ２５３㎡ 外２筆、合計面積 ３３０．０７㎡。 

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
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発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、１９５．６０㎡、パネルの

設置率は、転用面積の５９．３％になります。農地区分は、第２種農地と判断

されます。 

 

番号９、地区 神戸、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 野田鎌切    、台帳地目 雑種地、現況地目 

田、面積 ７１４㎡ 外 1筆、合計面積 ７５６㎡。 

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、４２３．８０㎡、パネルの

設置率は、転用面積の５６％になります。農地区分は、第２種農地と判断され

ます。 

 

番号１０、地区  神戸、受人  株式会社       代表取締

役     、渡人      外１名、申請地 野田鎌切    、台帳地

目・現況地目とも田、面積 ４５２㎡ 外 1筆、合計面積 ８８１㎡。 

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、４２３．８０㎡、パネルの

設置率は、転用面積の４８．１%になります。農地区分は、第２種農地と判断

されます。 

 

番号１１、地区 神戸、受人     、渡人     、申請地 神戸乙

木    、台帳地目 田、現況地目 畑、面積 ３３０㎡。 

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１２、地区 神戸、受人     、渡人     、申請地 神戸乙

木    、台帳地目 田、現況地目 畑、面積 ３３０㎡。 

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１３、地区  雲出、受人  株式会社       代表取締

役     、渡人     、申請地 雲出伊倉津町高峯新田    、台

帳地目・現況地目とも田、面積 ２，０１９㎡。 

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、８０８．２８㎡、パネルの

設置率は、転用面積の４０％になります。農地区分は、第２種農地と判断され

ます。 

 

番号１４、地区  雲出、受人  株式会社       代表取締

役     、渡人      外２名、申請地 雲出伊倉津町高峯新

田    、台帳地目・現況地目とも田、面積 １３８㎡ 外３筆、合計面積 

１,４７６㎡。 

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、５９８．１７㎡、パネルの

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。 
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番号１５、地区  雲出、受人  株式会社       代表取締

役     、渡人     、申請地 雲出伊倉津町高峯新田    、台

帳地目・現況地目とも田、面積 ３４３㎡。 

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、１７２．２９㎡、パネルの

設置率は、転用面積の５０．２％になります。農地区分は、第２種農地と判断

されます。 

 

番号１６、地区  雲出、受人  株式会社       代表取締

役     、渡人      外１名、申請地 雲出伊倉津町高峯新

田    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ５６５㎡ 外１筆、合計面積 

９５１㎡。 

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、５３０．３２㎡、パネルの

設置率は、転用面積の５５．８％になります。農地区分は、第２種農地と判断

されます。 

 

番号１７、地区 雲出、受人     、渡人      外１名、申請地 

雲出伊倉津町高峯新田    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ２０４㎡ 

外１筆、合計面積 ４１８㎡。 

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、１７２．２９㎡、パネルの

設置率は、転用面積の４１．２％になります。農地区分は、第２種農地と判断

されます。 

 

番号１８、地区 雲出、受人     、渡人     、申請地 雲出伊

倉津町高峯新田    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ２３４㎡ 外１

筆、合計面積 １,４０５㎡。 

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、６０１．２０㎡、パネルの

設置率は、転用面積の４２．８％になります。農地区分は、第２種農地と判断

されます。 

 

番号１９、地区 雲出、受人 株式会社      代表取締役      

、渡人     、申請地 雲出伊倉津町高峯新田    、台帳地目・現況

地目とも田、面積 ８００㎡。 

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、３７９．７３㎡、パネルの

設置率は、転用面積の４７．５％になります。農地区分は、第２種農地と判断

されます。 

 

番号２０、地区  雲出、受人  株式会社       代表取締

役     、渡人     、申請地 雲出伊倉津町高峯新田    、台

帳地目・現況地目とも田、面積 １，０６４㎡。 

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
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発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、５１８．４１㎡、パネルの

設置率は、転用面積の４８．７％になります。農地区分は、第２種農地と判断

されます。 

 

番号２１、地区  雲出、受人  株式会社       代表取締

役     、渡人     、申請地 雲出伊倉津町高峯新田    、台

帳地目・現況地目とも田、面積 ６４１㎡ 外１筆、合計面積 ９６６㎡。 

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、８５１．１３㎡、パネルの

設置率は、転用面積の８８．１％になります。農地区分は、第２種農地と判断

されます。 

 

番号２２、地区  雲出、受人  株式会社       代表取締

役     、渡人      外１名、申請地 雲出伊倉津町高峯新

田    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ２６７㎡ 外２筆、合計面積 

９４１㎡。 

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、５３８．３５㎡、パネルの

設置率は、転用面積の５７．２％になります。農地区分は、第２種農地と判断

されます。 

 

番号２３、地区  雲出、受人  株式会社       代表取締

役     、渡人     、申請地 雲出伊倉津町高峯新田    、台

帳地目・現況地目とも田、面積 ４５２㎡ 外１筆、合計面積 ８４９㎡。 

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、５０３．６１㎡、パネルの

設置率は、転用面積の５９．３％になります。農地区分は、第２種農地と判断

されます。 

 

番号２４、地区 雲出、受人     、渡人     、申請地 雲出伊

倉津町高峯    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 １３８㎡ 外１筆、

合計面積 １６８㎡。 

これにつきましては、自営業を営む受人は、隣接する居宅を購入しました

が、自己及び業務用車両を駐車するスペースがないことから、渡人より申請地

を譲り受け、申請地を駐車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２５、地区  上野、受人       株式会社  代表取締

役     、渡人     、申請地 河芸町西千里大谷    、台帳地

目・現況地目とも畑、面積 １６５㎡。 

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、７９．６８㎡、パネルの設

置率は、転用面積の４８．３％になります。農地区分は、第２種農地と判断さ

れます。 

 

番号２６、地区 黒田、受人      外１名、渡人     、申請地 
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河芸町三行鎌戸    、台帳地目 田、現況地目 畑、面積 ６２㎡。 

これにつきましては、受人は、近隣で暮らす親族の居宅まで道が狭く、進入

に苦慮していることから、渡人から申請地を譲り受け、申請地を 駐車場用地

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２７、地区 黒田、受人     、渡人      外２名、申請地 

河芸町北黒田山田    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ９０㎡ 外２

筆、合計面積 ７１０㎡。 

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、２９８．８０㎡、パネルの

設置率は、転用面積の４２．１％になります。農地区分は、第２種農地と判断

されます。 

 

番号２８、地区 黒田、受人     、渡人     、申請地 河芸町

北黒田山田    、台帳地目・現況地目とも田、面積 １，０６０㎡。 

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、４１１．６８㎡、パネルの

設置率は、申請地が不整形地であることから、転用面積の３８．８％になりま

す。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号２９、地区  黒田、受人  株式会社       代表取締

役     、渡人     、申請地 河芸町南黒田丸市    、台帳地

目・現況地目とも田、面積 ２２６㎡ 外１筆、合計面積 ８９１㎡。 

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、４３１．６０㎡、パネルの

設置率は、転用面積の４８．４％になります。農地区分は、第２種農地と判断

されます。 

 

番号３０、地区 安西、受人     、渡人     、申請地 芸濃町

北神山血解    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ３４８㎡。 

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３１、地区 雲林院、受人     、渡人     、申請地 芸濃

町雲林院西之院    、台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積 ２５３㎡。 
これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を作業所

兼倉庫用地とするものですが、既にこの用途に供されている旨の 始末書が提

出されており、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３２、地区  長野、受人  株式会社       代表取締

役     、渡人     、申請地 美里町北長野前田    、台帳地

目・現況地目とも田、面積 １，３８５㎡ 外１筆、合計面積 １，８４０

㎡。 

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、４５７．６０㎡、設置率
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は、申請地が高台に位置することから安全を考慮し、高低差のある畦から離し

て設置する為、転用面積の２４．９％になります。農地区分は、第２種農地と

判断されます。 

 

番号３３、地区  高宮、受人  株式会社       代表取締

役     、渡人     、申請地 美里町五百野墓之尾    、台帳

地目・現況地目とも畑、面積 １２２㎡ 外６筆、合計面積 １,３０８㎡。 

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、５７５．５２㎡、パネルの

設置率は、転用面積の４４％になります。農地区分は、第２種農地と判断され

ます。 

 

番号３４、地区 明合、受人     、渡人      外１名、申請地 

安濃町田端上野西観    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ５９㎡ 外

２筆、合計面積 ３２２㎡。 

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。 

 

以上、件数は３４件、合計面積は２７,２６３．０７㎡、このうち田が２

４，０９９㎡、畑で２,４５０．０７㎡、その他が７１４㎡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   事務局の説明が終わりました。地元委員さんの意見を伺います。 

番号１、２ 地区 白塚。 

  

田村委員   ３番 田村です。１番について、５月１０日、地元推進委員と現地確認を行

いました。事務局の説明どおりで問題ないと思いますので、よろしくお願いし

ます。２番についても同じ５月１０日に地元推進委員と現地確認を行いまし

た。こちらについても事務局の説明どおりで問題ないと思いますので、よろし

くお願いいたします。以上です。 

 

議  長   番号３から番号７、地区 一身田。 

 

田村委員   ３番 田村です。３番から６番までは、これ一体利用の形で、５月１０日に

会長、部会長出席のもと、地元推進委員と現地確認を行いました。こちらも事

務局の説明どおりで問題ありませんので、よろしくお願いいたします。それか

ら７番ですけど、こちらも５月１０日、地元推進委員と現地確認を行いまし

た。こちらの案件についても事務局の説明どおりで、問題ありませんのでよろ

しくお願いいたします。 

 

議  長   番号８から番号１２、地区 神戸。 
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東海委員   ４番 東海です。８番、９番、１０番について、地元推進委員と５月１０日

の日に現地確認しました。別に問題ありませんでした。１１、１２番も５月１

０日の日に地元推進委員と現地確認しました。別に問題ありませんでした。よ

ろしくお願いします。 

 

議  長   番号１３から番号２４、地区 雲出。 

 

村澤委員   ５番 村澤です。１３から２４まで一緒のところですので、５月１０日、地

元推進委員と現地確認してきました。事務局の説明どおりです。別に何も問題

ないようでした。 

 

議  長   番号２５から番号２９、地区 上野。 

 

喜多委員   ８番 喜多です。地元推進委員と、現地確認をしたところ、別に問題ないと

いうことで、事務局の説明のとおりでございます。２６番は地元推進委員と現

地確認をし、別に問題なしということですので、事務局の説明のとおりでござ

います。２７番は１０日の日に会長、部会長に来ていただき、地元推進委員も

別に問題なしということで、よろしくお願いします。２８番は地元推進委員と

現地確認しましたところ、別に問題なしということで、事務局の説明のとおり

でございます。２９番、この件は地元推進委員と現場見たところ、別に問題な

しということで事務局の説明のとおりでございます。以上です。 

 

議  長   番号３０、番号３１、地区 安西。 

 

片岡委員   ９番 片岡です。３０番の安西と、３１番の雲林院地区担当しておりますの

で、２件まとめて報告させていただきます。安西地区の一般個人住宅用地につ

いては５月１０日の日に、地元推進委員と確認いたしまして、排水問題等につ

いても確認いたしております。３１番は    のようですが、これについて

も地元推進委員と我々委員と確認いたしましたので、よろしくお願いします。 

 

議  長   番号３２、番号３３、地区 長野。 

 

清水委員   １１番 清水です。３２番と３３番、同じ地区を担当しておりますので、併

せて報告します。５月１０日、地元推進委員と共に現地確認をしたところ、何

も問題はないということで、よろしくお願いしたいと思います。３３番も同様

に地元推進委員と共に現地確認させていただいたところ、問題はないというこ

とで報告になります。以上です。 

 

議  長   番号３４、地区 明合。 

 

海野委員   １２番 海野です。５月１０日に地元推進委員と農業委員の内藤さんとで、

現地確認を行いました。別に問題ないということでございます。事務局からの

報告の説明のとおりでございます。以上です。 

 

議  長   地元委員さんからは、異議のない旨の発言がありました。皆さんいかがでし 

ょうか。 
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川邊委員   許可をうけようとする名義人の    という方は、名前は一緒でも違う住

所での申請パターンが３種類あります。これは何か意図があるのですか。 

例えば、１４番、１５番、１７番 全部住所が違います。 

 

事 務 局   この件について、事務局から説明させていただきます。川邊委員のおっしゃ

るように    、住所が３種類あるのですが、これはそれぞれに対象となる

人物が違います。異なる法人が取得するのが２案件あり、この代表取締役であ

ることと、個人で取得する案件など、当然住所はそれぞれに異なってきます。

先月の議案でもお諮りしたように、耕作不便で荒廃している農地の一帯で、ま

とまって太陽光事業を実施するということから、それぞれに複数申請が提出さ

れています。 

 

議  長   ただいま川邊委員さんからもご意見ありましたが、私からも一言。毎月、毎

月太陽光の農地転用が申請され、非常に増えてきていると思います。これまで

は賃貸借権の設定による申請が多かったように思いますが、最近では所有権移

転による転用申請が増加してきています。これをどういうふうに解釈すればい

いのか疑問ですが、農用地区域外の湿田とか、非常に条件の悪い農地がこれに

よって解消され、この月も２．７ｈａの農地が減ったことになります。 

事務局の皆さんにお願いしておきたいのですが、部会で承認され、許可書が

発行された以後は、農業委員会として関与できない部分がほとんどですので、

申請書類を受付されるときは、非常に厳しいチェックをしていただきたい。 

例えば、所有権移転などは、仮にその事業者が倒産した際、現状復帰ができ

ないと思いますし、賃貸借の設定ですと現状復帰が契約で担保されているか疑

問です。 

だから、皆さんも現地確認される時、面積に関わらず事業者は必ず、現地立

会いをするように指導をしていただきたいなと思います。 

その際は、草刈りの計画や隣地との話し合いなどきちっとしてありますか等

確認を取っていただきながら、非常に厳しい目で、この太陽光の農地転用に関

して、注意をしていただきたいと私からお願いをさせていただきます。以上で

ございます。 

  それでは、地元委員さんからは、異議のない旨の発言がありました。皆さん

いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第３号については、許可をすることに決定を

いたします。 

 

次に議案第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（賃貸

借権）事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １９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（賃貸借

権）でございます。 
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番号１、地区 椋本、借人 合同会社      代表社員     、貸

人     、申請地 芸濃町椋本藤ノ山    、台帳地目・現況地目とも

畑、面積 ３４７㎡ 外１筆、合計面積 １,６６６㎡。 

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、５３１．２

０㎡、パネルの設置率は、申請地が不整形地であることから、転用面積の３

１．９％になります。農地区分は、第３種農地と判断されます。 

 

番号２、地区 明合、借人 合同会社      代表社員     、貸

人      外１名、申請地 安濃町戸島川南    、台帳地目・現況地

目とも畑、面積 １９８㎡ 外１筆、合計面積 ４４９㎡。 

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、２９２．１

６㎡、パネルの設置率は、転用面積の６５．１％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 明合、借人 合同会社      代表社員     、貸

人      外２名、申請地 安濃町大塚向山    、台帳地目・現況地

目とも畑、面積 ３４１㎡ 外３筆、合計面積 １,１９０㎡。 

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、５３１．２

０㎡、パネルの設置率は、転用面積の４４．６％になります。農地区分は、第

２種農地と判断されます。 

 

番号４、地区 明合、借人 合同会社      代表社員     、貸

人      外１名、申請地 安濃町大塚向山    、台帳地目・現況地

目とも畑、面積 ２６０㎡ 外２筆、合計面積 １,０４６㎡。 

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、５４７．８

０㎡、パネルの設置率は、転用面積の５２．４％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４，３５１㎡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   事務局の説明が終わりました。地元委員さんの意見を伺います。 

番号１、地区 椋本。 

 

牧野委員   １０番 牧野です。５月の１０日、会長さんはじめ事務局の方と現地確認を

いたしましたが、説明どおりでございますので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   番号２から番号４、地区 明合。 
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海野委員   １２番 海野です。２番につきましては１，０００㎡以下ということで、地

元の内藤農業委員さんと、地元推進委員とで５月１０日に現地確認を行いまし

て、問題なしということです。３番と４番は１，０００㎡以上ということで、

同じ日の５月１０日、太田部会長にもお越しいただいて現地確認を行いまし

た。何も問題なしということで、よろしくお願いします。 

 

議  長   地元委員さんからは、異議のない旨の発言がありました。皆さんいかがでし 

ょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞   

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第４号については、許可をすることに決定い

たします。 

 

次に議案第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（地上 

権）事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ２０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（地上権）

でございます。 

 

番号１、地区 安東、借人 合同会社      代表社員     、 

貸人      外１名、申請地 河辺町大垣内    、台帳地目・現況地

目とも田、面積 ２，５４７㎡。 

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。パネルの設置面積は５９０．４

㎡、メンテナンス効率をあげるため、パネル間隔を広く確保、法面も含むこと

から、設置可能面積が減少し、パネル設置率が転用面積の２３．２％となりま

すが、周囲をフェンスで囲い、一体的に太陽光発電施設として管理していく旨

の理由書が添付されております。農地区分は、第３種農地と判断されます。 

 

番号２、地区  雲林院、借人       株式会社  代表取締

役     、貸人     、申請地 芸濃町中縄仲小路    、台帳地

目・現況地目とも畑、面積 １，６２１㎡。 

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４８０．９６

㎡、太陽光発電に有効な方角に配置することで、利用できない面積が生じるた

め、パネルの設置率は、転用面積の２９．７％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  雲林院、借人       株式会社  代表取締

役     、貸人     、申請地 芸濃町雲林院西之院    、台帳

地目・現況地目とも畑、面積 ２１４㎡ 外２筆、合計面積 ６１６㎡。 

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、２１３．７６

㎡、パネルの設置率は、申請地が不整形地であることから、転用面積の３４．
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７％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３件、合計面積は４，７８４㎡、このうち田が２，５４７㎡、    

畑で２，２３７㎡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   事務局の説明が終わりました。地元委員さんの意見を伺います。 

番号１、地区 安東。 

 

太田委員   １番 安東担当 太田です。５月１０日の日に事務局、会長、私と地元推進

委員とで現地確認をさせてもらいました。この案件については３年ほど前  

から    が設置されておりまして、隣接する残りの田ということで、何ら

問題もございません。よろしくお願いいたします。 

 

議  長   番号２と３、地区 雲林院。 

 

片岡委員   ９番 片岡です。番号２ですが、５月１０日の日に会長さんはじめ、部会長

さん、事務局の方と現地を確認いたしましたところ、問題はございません。番

号３ですが、この物件についても地元推進委員と現場確認をいたしましたの

で、事務局の説明どおりで確認いたしました。よろしくお願いいたします。 

 

議  長   地元委員さんからは、異議のない旨の発言がありました。皆さんいかがでし

ょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞   

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第５号については、許可をすることに決定い

たします。 

 

  次に議案第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（使用

貸借）事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ２１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（使用貸

借）でございます。 

 

番号１、地区 上野、借人     、貸人     、申請地 河芸町久

知野里前    、台帳地目 田、現況地目 畑、面積 ６０３㎡の内３２７

㎡。 

これにつきましては、借人は、貸人との間に２５年間の使用貸借を設定し、

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３種農地と判断さ

れます。 
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以上、件数は１件、面積は田で３２７㎡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   事務局の説明が終わりました。地元委員さんの意見を伺います。 

番号１、地区 上野。 

 

喜多委員   ８番 喜多です。地元推進委員と現地確認しましたが、別に問題ないという

ことで、事務局の説明のとおりでございますのでよろしくお願いします。 

 

議  長   地元委員さんからは、異議のない旨の発言がありました。皆さんいかがでし

ょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞   

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第６号については、許可をすることに決定い

たします。 

 

次に議案第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（所有

権移転・使用貸借）事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ２２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（所有権移

転・使用貸借）でございます。 

 

番号１、地区 明、譲受人兼借人     、貸人      外１名、申

請地 芸濃町林宮ヶ谷    、台帳地目・現況地目とも田、面積 １６５㎡ 

外３筆、合計面積 １，２１２㎡。 

これにつきましては、譲受人兼借人は、筆ごとに、譲渡人より申請地を譲り

受け、貸人より２０年間の使用貸借を設定することで、一体的に太陽光発電施

設用地とするものです。なお、１２５９番２のみ、所有権移転となります。パ

ネル設置面積は、５３１．３６㎡、パネルの設置率は、転用面積の４３．８％

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１件、面積は田で１，２１２㎡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   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

番号１、地区 明。 
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牧野委員   １０番 牧野です。５月１０日の日に、地元推進委員と現場確認をいたしま

したところ、ただいま事務局からの説明のとおりございましたので、ご審議よ

ろしくお願いいたします。       

 

議  長   地元委員さんからは、異議のない旨の発言がありました。皆さんいかがでし

ょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞   

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第７号については、許可をすることに決定い

たします。 

 

次に議案第８号 農地法第５条第１項の規定による許可取消願（使用貸借）

について事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ２３ページをお願いいたします。 

議案第８号 農地法第５条第１項の規定による許可取消願について（使用貸

借）、でございます。 

番号１ 地区 椋本、借人     、貸人     、申請地 芸濃町椋

本東豊久野    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ９５８㎡の内５．２

５㎡。 

これにつきましては、借人は、貸人と永年間の使用貸借を設定し、申請地を

太陽光発電施設用地とするため、許可を得たものになりますが、境界確定測量

の結果、境界線に変更が生じたため、このたび分筆し一部面積の取消しを願い

出たものになります。 

 

以上、件数は１件、面積は畑で、５．２５㎡でございます。 

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。地元委員さんの意見を伺います。 

番号１、地区 椋本。 

 

牧野委員   １０番 牧野です。今、事務局からの説明どおりでございますので、どうぞ

よろしくご審議をお願いいたします。 

 

議  長   地元委員さんからは、異議のない旨の発言がありました。皆さんいかがでし

ょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第８号については、承認をすることに決定い

たします。 

 

次に議案第９号 事業計画変更承認申請について事務局の説明をお願いしま

す。 
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事 務 局   ２４ページをお願いいたします。 

議案第９号 事業計画変更承認申請について、でございます。 

番号１、地区 明、申請者 株式会社      代表取締役     、

申請地 芸濃町楠原庭代    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ９８９

㎡です。 

これにつきましては、    、地域の実状と需要を再度検討した結果、高

齢者向け施設建築へ、用途の変更をしようとするものです。 

なお、農地法関係事務処理要領、各号に照らし合わせたところ、承認要件の

すべてを満たしていると考えます。 

 

以上、件数は１件、面積は田で、９８９㎡でございます。 

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。地元委員さんの意見を伺います。 

番号１、地区 明。 

 

片岡委員   ９番 片岡です。番号１についての説明ですが、５月の１０日の日に地元推

進委員と現場確認いたしましたところ、用途の変更の旨ですのでよろしくお願

いします。 

 

議  長   地元委員さんからは、異議のない旨の発言がありました。皆さんいかがでし

ょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞   

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第９号については、承認をすることに決定い

たします。 

 

       次に議案第１０号、買受適格証明願（公売）について事務局の説明をお願い

します。 

 

事 務 局   ２５ページをお願いいたします。 

議案第１０号 買受適格証明願（公売）について、ございます。 

番号 1、地区 櫛形、公売対象農地 安東町木若    、台帳地目 畑、

現況地目 雑種地、面積 ４５０㎡、願出人      株式会社 代表取締

役     。 

これにつきましては、三重地方税管理回収機構が行う不動産競売に参加する

ための証明願いになります。 

落札後は、資材置場用地とするもので、農地法第５条の許可申請が添付され

ておりますが、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、件数は１件、面積は畑で４５０㎡でございます。 

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   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

番号１、地区 櫛形。 

 

東海委員   ４番 東海です。事務局の説明どおりでございます。以上です。 

 

議  長   地元委員さんからは、異議のない旨の発言がありました。皆さんいかがでし

ょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞   

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第１０号については、承認をすることに決定

いたします。 

 

次に議案第１１号 非農地証明願について事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ２６ページをお願いいたします。 

       議案第１１号 非農地証明願について、でございます。 

 

       番号１、地区  黒田、願出者      、申請地  河芸町三行鎌

戸    、台帳地目 田、現況地目 宅地、面積 １９３㎡ 外１筆、合計

面積 ２４２㎡。 

       これにつきましては、平成３０年度固定資産課税台帳記載事項証明書によ

り、申請地に昭和３０年頃に住宅が建築されていることが確認できます。 

       このことから、申請地は農地以外の用に供され、２０年以上が経過している

土地であり、非農地証明事務取扱要領第３条第１項第２号の規定に該当するこ

とから、農地ではない旨の証明をしても差し支えないものと考えます。 

 

 以上、件数は１件、面積は田で２４２㎡でございます。 

       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。地元委員の意見を伺います。 

番号１、地区 黒田。 

 

喜多委員   ８番 喜多です。これ私とこの集落でして、地元推進委員と現地確認しまし

たところ、事務局の説明どおりで別に問題はありませんので、よろしくお願い

します。 

 

議  長   地元委員さんからは、異議のない旨の発言がありました。皆さんいかがでし

ょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第１１号については、証明することに決定い

たします。 

 

次に別冊でお配りしました、議案第１２号 農業経営基盤強化促進法第１８
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条の規定による農用地利用集積計画の決定についてです。事務局の説明をお願

いします。 

 

事 務 局   まず、説明をさせていただく前に、一カ所の訂正をお願いいたします。 

議案を一つ追加したことにより、議案番号に変更が生じておりますので、お

手元の農用地利用集積計画書、左上に記載のある議案番号を１１から１２へ変

更を願います。 

 

それでは、改めて説明をさせていただきます。 

議案第１２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、津地区をご覧ください。田の賃貸借、使用貸借で７７，９１４㎡、畑

の賃貸借で１，４６２㎡、契約件数は５９件でございます。 

河芸地区につきましては、田の賃貸借で、４，２６７㎡、契約件数は１件で

ございます。 

安濃地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で １９３，５６２.６２

㎡、畑の賃貸借、使用貸借で、２，８１６㎡、契約件数は５８件でございま

す。 

芸濃地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で１９，１３８.３㎡、畑

の賃貸借、使用貸借で１０，２１２㎡、契約件数は１０件でございます。 

美里地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で１６，５０７㎡、契約件

数は５件でございます。 

香良洲地区につきましては、契約はございませんでした。 

 

以上、合計で田の集積が、賃貸借、使用貸借合わせて３１１，３８８.９２

㎡、畑の集積が、賃貸借、使用貸借で１４，４９０㎡、合計契約件数は１３３

件、合計面積は３２５，８７８.９２㎡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津地区２６件、安濃地区５４件、芸濃地区７

件、美里地区１件で合計８８件、合計面積は２７７，５９７.４０㎡でござい

ます。 

なお、認定農業者への集積率は、件数で６６．２％、面積で８５．２％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。 
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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   説明が終わりました。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。 

まず、整理番号４５についてです。 

    委員、一時退室をお願いします。 

 

＜ 退 室 ＞ 

 

議  長   整理番号４５について、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   ありがとうございました。入室してください。 

 

＜ 入 室 ＞ 

 

議  長   次に、整理番号９、ほか４７件の    に関する分についてです。 

    委員、一時退室をお願いします。 

 

＜ 退 室 ＞ 

  

議  長   この４８件について、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞   

 

議  長   ありがとうございました。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 異議なし＞    

 

議  長   それでは議案第１２号について、すべて適正であると認め、市長に進達する

ことにいたします。 

 

以上で、部会に付議されました案件の審議はすべて終了いたしました。 

これで第５回第１農地部会を終了いたします。 

 

 

 

 

                                午前１１時２９分 
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上記は、第５回第１農地部会の議事を録したものである。 
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