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第 ７ 回 第 １ 農 地 部 会 議 事 録 

 

日      時  令和元年 ７月１７日（水）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・21坂野 大徹・23 川邊 千秋 

 

                                  以上１４名 

欠 席 委 員    

 

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  10牧野 礼𠮷・11清水 喜代己 

 

事      項 

 

 報告第１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２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３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４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取消願について（所有権移転） 

 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） 

 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） 
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 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  事業計画変更承認申請について 

議案第９号  非農地証明願について 

議案第 10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７回第１農地部会を始めます。 

        まず始めに本日の欠席は０名です。 

        議事録署名者を私の方から指名させていただきます。 

１０番の牧野 礼𠮷委員、１１番の清水 喜代己委員、よろしくお願いいたし

ます。 

まず初めに、会長の専決等の報告事項に入ります。報告第１号から報告第４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。座って説明をさせて頂きます。それでは報告案件の説明をさせて

頂きます。 

議案書の１ページから４ページをお願い致します。 

報告第１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７で合計件数は７件、合計面積は３５，１６２．７２㎡、その内   

訳は田が３０，２２８．９１㎡、畑が４，９３３．８１㎡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、届出人に対指導しております。 

 

５ページをお願いいたします。 

報告第２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、共同住宅用地 

番号２、一般住宅及び進入路用地 

番号３、一般個人住宅用地 でございます。 

合計件数は３件で、合計面積はすべて畑で１，６２３㎡でございます。 

 

６ページをお願いいたします。 

報告第３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
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転）、でございます。 

番号１、一般個人住宅用 

番号２、駐車場及び通路用地 

番号３、資材置場用地 

番号４、住宅敷地用地 

番号５から番号７、太陽光発電施設用地 でございます。  

合計件数は７件で、合計面積は２，５７０．３４㎡、その内訳は田が１，１０   

０㎡、畑が１，４７０．３４㎡でございます。 

 

７ページをお願いいたします。 

報告第４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、面積が５６１㎡、取得年月日は、

平成１１年２月３日でございます。 

この案件につきましては、権利者が当該土地を２０年以上にわたり、自己の所

有地として維持管理してきたことで、取得時効が成立しています。 

以上、件数は１件、面積は田で、５６１㎡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。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    ８ページから９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 櫛形、受人     、面積 １１，２２４㎡、渡人     、

面積 ２５３㎡、申請地 小舟八幡田    、台帳地目・現況地目とも畑、面

積 １０５㎡。 

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 藤水、受人     、面積 ６，０８４㎡、渡人     、

面積 ３，０３６㎡、申請地 藤方南八木田    、台帳地目・現況地目とも

畑、面積 ７１㎡。 

これにつきましては、受人は、自己所有農地の隣接地であり、耕作の利便性が

良い為、渡人から申請地を譲り受けるものです。 
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番号３、地区 豊津、受人     、面積 ３，４５６㎡、渡人 有限会社 

     代表取締役     、面積 ７１㎡、申請地 河芸町一色

起    、台帳地目 田、現況地目 畑、面積 ７１㎡。 

これにつきましては、受人は、隣接地を所有していることから、転用許可を得

て、事業着手前であった渡人に要望し、申請地を分筆した上で譲り受け、営農を

拡大するものです。なお、当地区の下限面積は、３，０００㎡となっております。 

 

番号４、地区 椋本、受人     、面積 ２４，６３６．６５㎡、渡

人     、面積 ９，７４６㎡、申請地 芸濃町椋本西冨家    、台帳

地目・現況地目とも田、面積 ２６㎡ 外２筆、合計面積 ９８㎡。 

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 雲林院、受人     、面積 ０㎡、渡人     、面積 

１０，８８７㎡、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 １，５７４㎡ 外１０筆、合計面積 １０，８２１㎡。 

これにつきましては、受人は、生前部分贈与により、渡人から申請地を譲り受

けるものです。 

 

番号６、地区 辰水、受人     、面積 ２，５５９㎡、渡人     、

面積 ９，０９９㎡、申請地 美里町家所坂井    、台帳地目・現況地目と

も田、面積 ４３４㎡ 外４筆、合計面積 ２，５１０㎡。 

これにつきましては、受人は、高齢化により労力不足である渡人から、実家の

隣接地に位置し、耕作がしやすい申請地を譲り受けるものです。 

 

以上、件数は６件、合計面積は１３,６７６㎡で、その内訳は田が８,５３７㎡、

畑が５,１３９㎡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    はい。ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。地元委員さん

の意見を伺う前に今月から新たに１９番 草深委員、２３番 川邊委員にも現地

確認に加わっていただくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、番号１ 櫛形よろしくお願いします。 
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東海委員    ４番の東海です。７月１５日に地元推進委員と確認させていただきました。別

に問題ありませんでした。 

 

議  長    番号２ 地区 藤水。 

 

村澤委員    ５番、村澤です。別に問題ないと思います。 

 

議  長    番号３ 地区 豊津。 

 

喜多委員    ８番、喜多です。地元推進委員と現地調査を行いましたが、別に問題ありませ

んので事務局の説明の通りでございます。よろしくお願いいたします。 

 

議  長    番号４ 地区 椋本。 

 

牧野委員    １０番、牧野です。現地の方も確認させてもらいました。何ら問題ないという

事です。 

 

議  長    番号５ 地区 雲林院。 

 

片岡委員    ９番、片岡です。７月９日に現地確認いたしまして、地元推進委員とともに申

請通りの内容であることを確認しましたので、よろしくお願いします。 

 

議  長    ありがとうございました。番号６ 地区 辰水。 

 

清水委員    １１番、清水です。何ら問題がないと思います。 

 

議  長    番号１から番号６まで地元委員さん、異議のない旨の発言ありました。 

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。    

 

議  長    次に議案第２号 農地法第３条の規定による許可取消願について（所有権移

転）、事務局の説明をお願いします。 
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事 務 局    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取消願について（所有権移転）、で

ございます。 

 

番号１、地区 黒田、受人     、渡人     、申請地 河芸町三行

高城    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ２．２０９㎡。 

これにつきましては、平成２９年１月１８日付けにて許可を受け、これまで耕

作をしてきましたが、水利など耕作条件の不良から苦慮し、思うような収穫に結

びつかなかったため、改めて議案第４号の番号１５で審議いただく内容により、

許可を得ようとするため許可の取消願いが提出されております。 

以上、件数は１件、面積は田で２,２０９㎡でございます。 

 

以上で説明終わります。 

ご審議のほどよろしくお願い致します。 

 

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    番号８、喜多です。事務局の説明の通り、これまで田を耕作していましたが、

収穫に結びつかないことから、当申請となりました。よろしくお願いします。 

 

議  長    番号１について、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。    

 

議  長    次に議案第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事務局の

説明をお願いします。 

 

事 務 局    １１ページをお願いいたします。 

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 藤水、申請者     、申請地 藤方黒木    、台帳地  

目・現況地目とも畑、面積 ５９８㎡の内４００㎡。 

これにつきましては、申請地の近接地に眼科や耳鼻科など、複数の医療施設が  
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あり、これらより要望を受け１２台分の貸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 大里、申請者     、申請地 大里睦合町南浦    、

台帳地目・現況地目とも畑、面積 ４７０㎡ 外３筆、合計面積 １，３７０㎡

の内２２５㎡。 

これにつきましては、申請者が所有する小さな面積で複数ある畑を、今後の維  

持管理を考え一度合筆した上で、必要最低限の面積で分筆し、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２種農地と判断されます。 

 

番号３、地区 村主、申請者     、申請地 安濃町今徳西前野    、

台帳地目 畑、現況地目 雑種地、面積 ２３７㎡。 

これにつきましては、自己所有地の山林を間伐するために、法面を含み使用で  

きる面積は限られますが、地続きで立地的に利点の良い申請地を材木置き場用地

とするものです。 

なお、平成１５年頃に、今は閉鎖されている自己が近接地で経営していた会社  

の従業員用駐車場として造成してしまっている旨の始末書が提出されています。

農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号４、地区 安濃、申請者     、申請地 安濃町安濃濱井場    、

台帳地目 畑、現況地目 山林、面積 ３５６㎡ 外３筆、合計面積１，２５６

㎡。 

これにつきましては、昭和５４年３月頃に、獣害被害や日照状況等の耕作条件  

の悪さから、やむを得ず杉・桧を植林し、これまで山林として管理されてきた旨

の始末書が提出されておりますことから、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４件、合計面積は畑で２,１１８㎡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、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 藤水。 

 

村澤委員    ５番、村澤です。先日９日に地元推進委員と現場確認させていただきました。
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別に何の問題もありませんでした。 

 

議  長    番号２ 地区 大里。 

 

草深委員    １９番、草深です。７月９日に田中委員と地元推進委員の三人で現地を確認さ

せていただきました。何の問題もありませんでした。よろしくお願いします。 

 

議  長    ありがとう。 

番号３ 地区 村主。 

 

内藤委員    １３番、内藤です。７月９日、海野委員とともに現地確認を行いました。地元

推進委員も来ていただき、何も問題なしという事でございましたので、よろしく

お願いします。 

 

議  長    ありがとう。 

番号４ 地区 安濃。 

 

海野委員    １２番、海野です。７月９日に内藤委員と地元推進委員と現地確認を行いまし

た。事務局の説明通りで何の問題もないと思います。以上です。 

 

議  長    番号１から番号４まで地元委員さん、異議のない旨の発言ありました。 

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、許可することに決定いたし

ます。    

 

議  長    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（所有権

移転）事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局     １２ページから１６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 白塚、受人     、渡人     、申請地 白塚町北永

定    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ５５９㎡。 

これにつきましては、受人は夫と共に、近接地で警備会社を経営していること

から、渡人から申請地を譲り受け、申請地を従業員用として１６台分の駐車場用
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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     、渡人     、申請地 白塚町九門

久    、台帳地目 田、現況地目 雑種地、面積 ４５９㎡。 

これにつきましては、受人は家族が近接地で薬局や歯科医院を経営しているこ

とから、渡人から申請地を譲り受け、申請地を従業員用として１２台分の駐車場

用地とするものですが、１０年ほど前から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３種

農地と判断されます。 

 

番号３、地区 栗真 外、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人      外１名、申請地 白塚町石神    、台帳地目・現況地目と

も田、面積 ２４㎡ 外２筆、合計面積 １，５０１㎡。 

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、６０４．８２㎡、パネルの設置率は、転用面積の４０．３％

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 櫛形、受人 株式会社      代表取締役社長     、

渡人     、申請地 分部長鉢    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 

３４２㎡ 外２筆、合計面積 ６２８．９１㎡。 

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、５８３．２０㎡、パネルの設置率は、転用面積の９２．７％

になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号５、地区 櫛形、受人 株式会社      代表取締役     、渡

人      外３名、申請地 産品宮ノ前    、台帳地目・現況地目とも

畑、面積 ７２㎡ 外６筆、合計面積 ５４９㎡。 

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、３４８．１４㎡、パネルの設置率は、転用面積の６３．４％

になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号６、地区 櫛形、受人 合同会社      代表社員     、渡

人     、申請地 産品宮ノ前    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 

４７９㎡ 外１筆、合計面積 ４８５．６１㎡。 

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
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電施設用地とするものです。パネル設置面積は、３３８㎡、パネルの設置率は、

転用面積の６９．６％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 櫛形、受人     、渡人     、申請地 殿村井

尻    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ６２㎡。 

これにつきましては、受人は、申請地の隣接地で、    、このたび当施設

の敷地内である、    に特別養護老人ホーム施設を増設するため、申請地周

辺の山林等を含めた土地を一体利用し、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８、地区 片田、受人     、渡人     、申請地 片田志袋町

細石前    、台帳地目 田、現況地目 宅地、面積 １７㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を庭用地と

するものですが、このたび自己が所有する土地を整理していたところ、越境して

いることが判明したため分筆し、当申請に及んだ旨の始末書が提出されておりま

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９、地区 片田、受人      合同会社      代表社

員     、渡人     、申請地 片田町東谷山    、台帳地目・現

況地目とも畑、面積 ５１３㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、自己が代表を務め

経営する法人で、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、２２１．４０㎡、パネルの設置率は、転用面積の４３．２％

になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号１０、地区 大里、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 大里睦合町毛抜    、台帳地目・現況地目とも畑、

面積 ９８１㎡。 

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、４３７．９４㎡、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１１、地区 大里、受人     、渡人     、申請地 大里睦合

町毛抜    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ９９１㎡。 

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、４９８．４８㎡、パネルの設置
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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１２、地区 大里、受人 社会福祉法人      理事長     、

渡人     、申請地 大里窪田町野々垣内    、台帳地目・現況地目と

も田、面積 １，７５６㎡ 外１筆、合計面積 ３，５４１㎡。 

これにつきましては、受人は、    、これまで手狭であることから、苦慮

してきたため、このたび渡人から申請地を譲り受け、移設する為申請地を保育所

建設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 大里、受人     、渡人     、申請地 大里睦合

町大久保    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ２４８㎡。 

これにつきましては、受人は、隣接する宅地を同時購入し、移住しようとする

ものですが、当敷地は狭く、自家用車や趣味に伴う資材を置くスペースが足りて

いないことから、渡人から申請地を譲り受け、申請地を資材置場及び駐車場用地

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１４、地区 上野、受人 有限会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 河芸町西千里西浦    、台帳地目・現況地目とも

田、面積 ８４６㎡ 外１筆、合計面積 １，４７４㎡。 

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、５２３．７７㎡、申請地の西側にある法面を除いた設置有

効面積１，２９８㎡に対するパネル設置率は４０．４％となります。農地区分は、

第２種農地と判断されます。 

 

番号１５、地区 黒田、受人      株式会社 代表取締役     、

渡人      外１名、申請地 河芸町三行高城    、台帳地目・現況地

目とも田、面積 ２４０㎡ 外２筆、合計面積 ２，４８８㎡。 

これにつきましては、受人は、    、作業時間の短縮を図る中継基地とし

て、建設機械の駐車場を整備するため、渡人から申請地を譲り受けるものです。 

農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号１６、地区 雲林院、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、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 ６６９㎡。 

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、４２４．８０㎡、パネルの設置
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率は、転用面積の６３．５％になります。農地区分は、第２種農地と判断されま

す。 

 

番号１７、地区 長野、受人     、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 １，０６５㎡。 

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、４３５．４２㎡、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１８から番号２１については、同一事業内での転用事案となりますことか

ら、一括して説明させていただきます。 

まず、番号１８から番号２１につきましてはすべて、地区 高宮で、受人は 

     株式会社 代表取締役     となります。 

 

番号１８の詳細は、渡人     、申請地 美里町足坂西之垣内    、

台帳地目・現況地目とも田、面積 １８１㎡ 外８筆、合計面積 １，８１７．

９７㎡。 

申請地を太陽光発電施設・倉庫及び建設機械置場用地とするものです。 

 

番号１９の詳細は、渡人     、申請地 美里町足坂西之垣内    、

台帳地目・現況地目とも田、面積 ７９３㎡。 

申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

 

番号２０の詳細は、渡人     、申請地 美里町足坂西之垣内    、

台帳地目・現況地目とも畑、面積 ２９７㎡。 

申請地を資材置場用地とするものです。 

 

番号２１の詳細は、渡人     、申請地 美里町足坂奥之垣内    、

台帳地目・現況地目とも田、面積 ８２㎡ 外１筆、合計面積 ２５０㎡。 

申請地を建設機械置場・資材置場・駐車場用地とするものです。 

これらにつきましては、受人は、市内で太陽光発電事業を多数手掛け、事業拡

大と共に、年々建設機械や資材等が増え、自社敷地内では手狭で苦慮している状

況にあり、今後も申請地に隣接する地区へ事業拡大を計画していることから、中

心に位置し、周辺に５カ所の太陽光発電施設を既に保有している当該地に、市内

で点在している建設機械や資材を集約し、拠点とするため転用しようとするもの

です。 

なお、資材の整理作業・隣接地で行う太陽光事業の維持管理をするため訪れる、
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従業員用の駐車場２台分も同時に確保し、番号１８と番号１９のパネル設置面積

は、８０４．４４㎡、パネルの設置率は、不整形地であることから転用面積の３

６．６％になります。 

農地区分は、４件ともすべて第２種農地と判断されます。 

 

番号２２、地区 高宮、受人     、渡人     、申請地 美里町五

百野上之郷    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ６０１㎡。 

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、２４５．６８㎡、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２３、地区 村主、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 安濃町浄土寺東川原    、台帳地目・現況地目と

も畑、面積 ４４９㎡ 外１筆、合計面積 ７０３㎡。 

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、５０７．９９㎡、パネルの設置

率は、転用面積の７２．３％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 安濃、受人     、渡人     、申請地 安濃町内

多見泥    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ４２９㎡。 

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２５、地区 香良洲、受人     、渡人     、申請地 香良洲

町南新田    、台帳地目・現況地目とも田、面積 １，３６８㎡。 

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、６４８．００㎡、パネルの設置率は、転用面積の４７．４％

になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号２６から番号２８については、別事業であるために、それぞれ議案として

記載させていただいておりますが、同一人物での転用案件であるため、一括して

説明させていただきます。 

まず、番号２６から番号２８につきましてはすべて、地区 香良洲で受人は 

    となります。 
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番号２６の詳細は、渡人      外１名、申請地 香良洲町大新

田    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ２２１㎡ 外４筆、合計面積 １，

００７㎡。 

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、４１９．８

４㎡,パネルの設置率は、転用面積の４１．７％になります。 

 

番号２７の詳細は、渡人     、申請地 香良洲町大新田    、台帳

地目・現況地目とも田、面積 ３３４㎡ 外２筆、合計面積 ９５１㎡。 

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、５０１．８

４㎡,パネルの設置率は、転用面積の５２．８％になります。 

 

番号２８の詳細は、渡人     、申請地 香良洲町大新田    、台帳

地目・現況地目とも田、面積 ３１８㎡ 外１筆、合計面積 ８３０㎡。 

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、４４２．８

０㎡、パネルの設置率は、転用面積の５３．３％になります。 

農地区分は、３件ともすべて第３種農地と判断されます。 

 

以上、件数は２８件、合計面積は２５,２７８.４９㎡、このうち田が１８,０

９２．９７㎡、畑で７,１８５．５２㎡、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、２ 地区 白塚。 

 

田村委員     ３番 田村です。地元推進委員と、一部栗真地区が含まれるため、栗真地区 

の推進委員も含め７月９日現地確認を行いました。事務局説明通りで何ら問題 

ありませんので、よろしくお願いします。 

２番ですが、これも７月９日に地元推進委員と現地確認を行いました。こちら 

についても事務局説明通りで何ら問題ありませんので、よろしくお願いします。 

 

議  長     番号３ 地区 栗真。 

 

坂野委員     ２１番 坂野です。栗真で一部白塚になっていますが、７月９日に地元推進
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委員と現地確認を行いました。問題ないと思われます。 

 

議  長    番号４から番号９まで、地区 櫛形、片田。 

 

東海委員    東海です。番号４ですが、７月９日現地確認を行いました。その時に川邊委員

地元推進委員と確認させていただきました。 

５番も同じく川邊委員と地元推進委員と現地確認させていただきました。 

６番は櫛形ですが、これも同じく川邊委員と地元推進委員と現地確認させてい

ただきました。 

        ７番もこれも同じく川邊委員さんと地元推進委員と現地確認させていただきま

した。 

        ８番は片田ですが、これも同じく川邊委員と地元推進委員と現地確認させてい

ただきました。 

９番は片田ですが、これも同じく川邊委員と地元推進委員と現地確認させてい

ただきました。 

        いずれも問題ありませんでした。よろしくお願いします。 

 

議  長    ありがとう。番号１０から１３、地区 大里。 

 

草深委員    １９番 草深です。１０番、１１番は田中農業委員と地元推進委員の方と確認

させていただきました。問題ありませんでした。 

それと１２番は、会長さんと部会長さんと、田中さんと地元推進委員と確認さ

せていただきました。問題ありません。 

それと１３番は田中委員さんと地元推進委員と確認させていただきました。問

題ありません。よろしくお願いします。 

 

議  長    番号１４ 地区 上野。 

 

喜多委員    ８番 喜多です。９日に会長・部会長来ていただきまして見てもらいまして、

別に問題なしという事で事務局の説明の通りです。よろしくお願いします。 

 

議  長    番号１５ 地区 黒田。 

 

喜多委員    これも９日に会長・部会長来ていただき現地確認を実施しました。当日は地元

推進委員が欠席ではありましたが、事前に一緒に確認をしております。問題なし

で事務局の説明の通りです。よろしくお願いします。 

 

議  長    番号１６ 地区 雲林院。 
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片岡委員    番号９ 片岡です。７月９日に地元推進委員と２名で現地確認しまして申請通

り間違いございませんので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

議  長    番号１７から番号２２、地区 長野と高宮。 

 

清水委員    １１番 清水です。１７番ですが、９日の日に会長と部会長、事務局と地元推

進委員と現地確認いたしまして、何の問題もないと考えております。 

１８番から２２番は１か所に固まっている場所で、７月９日地元推進委員２名

と私で現地確認行いましたところ、何ら問題ありませんでした。みなさんよろし

くお願いいたします。 

 

議  長    番号２３番 地区 村主。 

 

内藤委員    １３番 内藤です。７月９日に農業委員とともに現地を確認させていただきま

した。地元推進委員も問題なしという事でしたので、よろしくお願いします。 

 

議  長    番号２４番 安濃。 

 

海野委員    海野です。７月９日に農業委員と地元推進委員と現地確認を行いました。何の

問題もなしと判断させていただきました。よろしくお願いします。 

 

議  長    番号２５から番号２８、地区 香良洲。 

 

村澤委員    ５番 村澤です。７月９日に現地確認しました。地元推進委員も別に何の問題

もないという事で、よろしくお願いします。 

 

議  長    番号１から番号２８について、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、許可することに決定いたし

ます。    

 

議  長    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（賃貸借

権）事務局の説明をお願いします。 
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事 務 局    １７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 安東、借人     、貸人     、申請地 安東町山神

戸    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ４６８㎡。 

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、１９９．２０㎡、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２、地区 櫛形、借人     、貸人     、申請地 産品壱ノ

坪    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 １，０６４㎡。 

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、４３４．２０㎡、パネルの設置率は、転用面積の４０．８％

になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号３、地区 安西、借人 株式会社      代表取締役     、貸

人     、申請地 芸濃町多門若一    、台帳地目・現況地目とも田、

面積 ７４７㎡ 外１筆、合計面積 １，０７４㎡。 

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、７０８㎡、パネルの設置率は、転用面積の６５．９％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 草生、借人 株式会社      代表取締役     、貸

人     、申請地 安濃町安部下津見    、台帳地目・現況地目とも畑、

面積 ２０４㎡ 外１筆、合計面積 ４７１㎡。 

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及び資材倉庫用地とするものです。 

パネル設置面積は、３１８．６０㎡、パネルの設置率は、転用面積の６７．６％

になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号５、地区 村主、借人     、貸人     、申請地 安濃町川西

岡副    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ８５６㎡ 外２筆、合計面積 

１，１１２㎡。 

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。 
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パネル設置面積は、４７２．３２㎡、パネルの設置率は、転用面積の４２．５％

になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号６、地区 安濃、借人 株式会社      代表取締役     、貸

人     、申請地 安濃町安濃上大谷    、台帳地目・現況地目とも畑、

面積 １，０２３㎡。 

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、７０８．００㎡、パネルの設置率は、転用面積の６９．２％

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６件、合計面積は５,２１２㎡、このうち田が７４７㎡、畑で４,

４６５㎡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 安東。 

 

川邊委員     はい。２３番、川邊でございます。太田部会長は１０００㎡以上となる案件

の現地確認に行っていただいておりましたので、私と地元推進委員、事務局と

で７月９日に現地確認いたしまた。特に問題はなかったのですが、申請地の北

側に市道があり、一部に水が溜まっていたことから、工事の際に注意すること

と、自治会長に事業説明するよう要請しておきました。以上です。 

 

議  長     番号２ 地区 櫛形。 

 

東海委員     ４番 東海です。７月９日の日に川邊委員と地元推進委員、事務局とで回ら

せて頂きました。何も問題はありませんでした。よろしくお願いします。 

 

議  長     はい。番号３ 地区 安西。 

 

片岡委員     はい。９番 片岡です。 

地元推進委員と委員２名で現地確認をいたしました。別に問題なく承認いたし

ましたので、よろしくお願いいたします。 
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議  長     はい。番号４ 地区 草生。 

 

内藤委員     はい。１３番 内藤です。４番、５番と続けて報告させていただきます。 

        ４番につきまして、７月９日、海野委員とともに現地確認を行いました。地元

推進委員さんも来ていただきまして、この案件につきましても問題ないという事

でございます。 

村主地区の５番でございます。これも７月９日、海野委員とともに現地確認を

行いました。これは守山会長、太田部会長、事務局の方と説明を受けて、事務局

の説明通りでございました。地元推進委員も問題なしという事でございましたの

で、よろしくお願いいたします。 

 

議  長     番号６ 地区 安濃。 

 

海野委員     はい。１２番 海野です。 

７月９日守山会長、太田部会長お越しいただきまして、農業委員と地元推進委

員で現地確認を行いまして、問題なしという判断をさせて頂きましたので、よろ

しくお願いいたします。 

 

議  長     番号１から番号６まで地元委員さん、異議のない旨の発言ありました。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、許可することに決定いた

します。    

 

議  長     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（地上

権）事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局     １８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 櫛形、借人 株式会社      代表取締役     、貸

人     、申請地 安東町松ヶ鼻    、台帳地目・現況地目とも畑、面

積 ４０９㎡。 

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。 
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パネル設置面積は、２７５．５２㎡、パネルの設置率は、転用面積の６７．４％

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１件、面積は畑で４０９㎡、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 櫛形。 

 

東海委員     ４番 東海です。 

７月９日の日に現地確認を行いました。地元推進委員は当日欠席ではありま 

したが、事前に確認した旨の報告を受けております。事務局、川邊委員、それか

ら私の３人で現場確認をさせて頂きました。何の問題もありませんでした。よろ

しくお願いいたします。 

 

議  長     事務局、地上権の説明をお願いします。 

 

事 務 局     太陽光施設の設置状況としましては、一般的な施工方法とは変わりません。 

しかしながら、権利部分で力関係が地権者と事業者が同等となります。通常の

賃貸借権ですと、地権者の判断で勝手に土地を売ることができるのですが、地上

権設定となりますと、地権者は事業者の同意がないと勝手に土地の売買が出来な

いという、より強固な貸借関係となります。登記簿上も地上権設定として登録す

ることが可能となる権利となります。 

 

議  長     皆さん、よく覚えておいてください。 

 

議  長     番号１について地元委員さんから、異議のない旨の発言ありました。 

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、許可することに決定いた

します。    

 

議  長     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（使用
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貸借）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）

でございます。 

番号１、地区 神戸、借人      外１名、貸人     、申請地 野

田梁瀬    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 １４５㎡。 

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を設定し、申請

地を一般個人住宅及び庭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 高野尾、借人     、貸人     、申請地 高野尾町

新出    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ２０４㎡。 

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。 

 

番号３、地区 村主、借人     、貸人     、申請地 安濃町今徳

西前野    、台帳地目 畑、現況地目 雑種地、面積 ４６８㎡ 外１筆、

合計面積 ４９９㎡。 

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を設定し、申請

地を一般個人住宅用地とするものです。 

なお、平成１５年頃に、貸人が近接地で経営していた会社の従業員用駐車場と

して造成してしまっている旨の始末書が提出されています。農地区分は、第２種

農地と判断されます。 

 

以上、件数は３件、合計面積は畑で８４８㎡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 神戸。 

 

東海委員     ４番 東海です。７月９日の日に現地確認を行わせていただきました。地元

推進委員は当日欠席でしたが、問題ない旨の連絡を事前にうけております。当

日は、私と事務局の人たちで現地確認を行わせていただきましたけれども、何
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も問題はありませんでした。 

 

 

議  長    番号２ 地区 高野尾。 

 

田中委員    ２番 田中です。７月９日の日に事務局と地元推進委員と現地確認をさせて頂

きまして、特に問題がないという事でした。また、あくる日の７月１０日には地

元農業振興協議会でも審議していただきまして、問題はないということでしたの

でよろしくお願いいたします。 

 

議  長    番号３ 地区 村主。 

 

内藤委員    １３番 内藤です。７月９日地元推進委員とともに現地確認を行わせていただ

きました。何ら問題なしという事でしたのでよろしくお願いいたします。 

  

議  長    番号１から３について地元委員さんから、異議のない旨の発言ありました。 

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、許可することに決定いたし

ます。    

 

議  長    次に議案第８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。 

 

事 務 局    ２０ページをお願いいたします。 

        議案第８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 芸濃町林平松    、台帳地目 田、現況地目 畑、面積 ７６８㎡。 

これにつきましては、既に許可を受けた内容の中で、権利設定の部分のみ変更

が生じたため、申請者双方の合意により、賃貸借権から地上権へ変更するべく、

既に許可を得ている権利部分のみの変更に対する承認を得ようとするものです。 

なお、当初許可を得た転用事業の内容に、変更が生じていないことを踏まえ、

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。 

 

番号２、地区 椋本、申請者     、申請地 芸濃町椋本横山    、
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台帳地目 田、現況地目 畑、面積 ４２５㎡です。 

これにつきましては、既に許可を受けた内容の中で、権利設定の部分のみ変更

が生じたため、申請者双方の合意により、使用貸借から所有権の移転へ変更する

べく、既に許可を得ている権利部分のみの変更に対する承認を得ようとするもの

です。 

なお、当初許可を得た転用事業の内容に、変更が生じていないことを踏まえ、

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２件、面積は田で１,１９３㎡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 明。 

 

牧野委員    １０番 牧野です。この件は、既に賃貸借権で許可を受けたものを地上権へ変

えるということから、現地確認も行いましたが、事務局の説明どおり、何ら問題

はないと思います。よろしくお願いいたします。それから２番の件ですけれども、

何の問題もないと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

  

議  長    番号１、２について地元委員さんから、異議のない旨の発言ありました。 

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、承認することに決定いたし

ます。    

 

議  長    次に議案第９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    ２１ページをお願いいたします。 

議案第９号 非農地証明願について、でございます。 

番号１、地区 村主、願出者     、申請地 安濃町今徳西前野    、

台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積 ５２４㎡。 

これにつきましては、平成１０年１１月１６日に撮影された、国土地理院の航  

空写真により、申請地はこの時すでに農業用倉庫用地として使用されていること
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が確認できることから、申請地が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 面積は畑で５２４㎡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 村主。 

 

内藤委員    １３番 内藤です。この土地に関しましては、３０年以上前から土地建物が建

っており景観も変わっております。本人からの始末書も出ており、行政上何も支

障がないと思われます。地元推進委員も同意見でございましたのでよろしくお願

いいたします。 

 

議  長    地元委員さんから、異議のない旨の発言ありました。 

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、証明することに決定いたし

ます。    

 

議  長    次に別冊でお配りしました、議案第１０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す。事務局の説明をお願いし

ます。 

 

事 務 局    議案第１０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９６，８４５㎡、畑の賃貸借、使用貸借で５,３９６、   

契約件数は３９件でございます。 

河芸地区につきましては、田の賃貸借で１，００３㎡、契約件数は１件でござ  

います。 

安濃地区につきましては、田の賃貸借で１４，２８９㎡、契約件数は６件でご  
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ざいます。 

芸濃地区につきましては、畑の賃貸借で１３，０６４㎡、契約件数は７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１５，４４４㎡、畑の使用

貸借で３,７２８㎡、 契約件数は７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、使用貸借を合わせて１２７,５８１㎡、畑

の集積が、賃貸借、使用貸借を合わせて２２，１８８㎡、合計契約件数は６０件、

合計面積は１４９，７６９㎡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１７件、河芸地区１件、安濃地区６件、

芸濃地区７件で合計３１件、合計面積は１１５，３２８㎡でございます。 

なお、認定農業者への集積率は、件数で５１.７％、面積で７７％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。 

 

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。 

番号１から番号６２について、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１０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。 

以上で第７回第１農地部会を終了いたします。 

 

 

午前１１時１８分 

 

上記は、第７回第１農地部会の議事を録したものである。 
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令和元年 7月１７日 

 

                     議事録署名者              

 

 

                     議事録署名者              


