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第 ９ 回 第 1 農 地 部 会 議 事 録 
 

日         時  令和元年９月１８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  23 川邊 千秋 ・2 田中 康章 

 

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受理取消願について（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） 

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） 

 

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（使用貸借） 

議案第６号 非農地証明願について 

議案第７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） 
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議   事   の   大   要 

 

 

議  長   それでは第９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、今１９番の草深委員が遅れてみえますので、全員出席という

ことでございますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、本日の議事録署名者を私の方から指名させていただきます。   

２３番の川邊 千秋委員、２番の田康 康章委員よろしくお願いします。 

まず初めに、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６号

まで、事務局から一括して報告をお願いします。 

 

事 務 局   まず、報告案件を説明させていただく前に、恐れ入りますが、議案書の訂正

をお願いいたします。 

 

１３ページの議案第１号、番号５をご覧ください。 

対象地が、２筆記載されておりますが、安濃町戸島中川原    のみ、取

下げ願いが提出されましたので、    のみ削除願います。 

これは、改めて今後分筆を行い、農業用施設用地として取得する５条申請と、

農地として取得する３条申請へ変更しようとするものです。 

また、削除になったことで、田の面積は７，８４８㎡となります。合計面積

は１２，０８７．９９㎡となりますので、訂正をお願いします。 

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６で、合計件数は６件、合計面積は１６，２７７㎡、その内訳は、

田が１１，３５３㎡、畑が４，９２４㎡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

約したものです。 

 

２ページから６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８で、合計件数は８件、合計面積は４１，６５５．５１㎡、 

その内訳は田が３４，６８４．９９㎡、畑が６，９７０．５２㎡、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。 

 

７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、賃貸住宅用地でございます。  
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以上、件数は１件、面積は畑で、９３４．６１㎡でございます。 

 

８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受理取消願につい

て（所有権移転）、でございます。 

番号１ 共同住宅用地とすることを目的に、平成３１年４月２３日付けで受

理を受けたものになりますが、譲り受ける名義を単独から、共有名義へ変更す

るため、取消を願いでたものでございます。 

なお、当事案は、次の報告第５号、番号３に記載しましたとおり、後日届出

がなされ、８月６日付けで改めて受理されております。 

 

以上、件数は１件、面積は田で、１，６２６㎡でございます。 

 

９ページから１０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）、でございます。 

番号１、太陽光発電施設用地 

番号２、一般個人住宅用地 

番号３、共同住宅用地 

番号４、建売（分譲）住宅用地 

番号５、一般個人住宅用地 

番号６、一般個人住宅用地及び駐車場用地 

番号７、水路用地 

番号８、公衆用道路用地 

番号９、長屋住宅用地 

番号１０、分譲住宅用地 

番号１１、事務所用地 

番号１２、一般個人住宅用地 

番号１３、太陽光発電施設用地でございます。  

 

以上、件数は１３件、合計面積は１０，４５０㎡で、その内訳は田が４，６

５１㎡、畑が４，５９５㎡、他としまして登記簿地目が原野に対し、現況地目

が畑となっておりますのが１，２０４㎡でございます。 

  

１１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、資材置場用地 

以上、件数は１件、面積は田で、７３４㎡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。 
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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ページから１３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 白塚、受人     、面積 １，１９５㎡、渡人     、

面積 １，３０４㎡、申請地 白塚町白池    、台帳地目・現況地目とも

田、面積 ９９８㎡ 外２筆、合計面積 １，３０４㎡。 

これにつきましては、受人は、生前一括贈与により、渡人から申請地を譲り

受けるものです。 

なお、当地区の下限面積は、２，０００㎡となっております。 

 

番号２、地区 高茶屋、受人     、面積 １０，３３１．６０㎡、渡

人     、面積 ６３０㎡、申請地 高茶屋小森町向山    、台帳地

目・現況地目とも畑、面積 １３５㎡ 外１筆、合計面積 ６３０㎡。 

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 豊津、受人     、面積 ３，５２７㎡、渡人     、

面積 ６０．９９㎡、申請地 河芸町一色中起    、台帳地目・現況地目

とも畑、面積 ２６㎡ 外１筆、合計面積 ３２．９９㎡。 

これにつきましては、受人は相手方に要望し、渡人から申請地を譲り受け、

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 明合、受人     、面積 ３，６７８㎡、渡人     、

面積 ８，９３４㎡、申請地 安濃町粟加楢之木    、台帳地目・現況地

目とも田、面積 １，７６１㎡ 外１１筆、合計面積 ８，７６７㎡。 

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５、地区 明合、受人     、面積 ９０，５６０㎡、渡人     、

面積 １，３５４㎡、申請地 安濃町戸島平塚    、台帳地目・現況地目

とも畑、面積 １，３５４㎡。 

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。 

なお、渡人の面積が１，３５４㎡と記載されておりますが、報告第１号の番

号６において、所有権移転を行おうとする申請地が、既に解約されております

ことから、これを合わせまして合計面積の４，５１２㎡となります。 

 

以上、件数は５件 合計面積は１２，０８７．９９㎡で、その内訳は田が７，

８４８㎡ 畑が４，２３９．９９㎡でございます。 
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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、地区 白塚。    

 

田村委員   ３番、田村です。９月１３日に現地確認を行いました。事務局説明どおりで

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２、地区 高茶屋。 

 

村澤委員   ５番、村澤です。何の問題もないと思います。 

 

議  長   番号３、地区 豊津。 

 

喜多委員   これは私のところです。地元推進委員と現場を見させてもらいましたが別に

問題なしということで、事務局の説明のどおりです。よろしくお願いします。 

 

議  長   番号４、番号５、地区 明合。 

 

海野委員   まず４番、９月９日に地元推進委員並びに農業委員と現地確認を行いました。

問題ないと思います。続きまして５番、同じく９月９日に地元推進委員、農業

委員と現地確認を行い問題なしという判断でございます。 

 

議  長   番号１から番号５について、地元委員さんから、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   １４ページをお願いします。 

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 一身田、申請者     、申請地 一身田平野佛田    、

台帳地目 田、現況地目 畑、面積 ５１４㎡。 
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これにつきましては、この後の議案第５号、番号１にてご審議いただく案件

に関連しておりまして、自己所有地に共有名義で一般個人住宅を建築しようと

する、自己転用分の申請となります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号２、地区 椋本、申請者     、申請地 芸濃町椋本東豊久

野    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ２７㎡ 外１筆、合計面積 １，

３２１㎡。 

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、４７５．２０㎡、パネルの設置率は、転用面積の３６％

になりますが、太陽光パネルの維持管理に必要であると思われる、車両の転回

スペースを含めた駐車場も一部に計画されております。農地区分は、第２種農

地と判断されます。 

 

以上、件数は２件、面積は田で、１，８３５㎡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 一身田。 

 

田村委員   ３番、田村です。９月９日の日に、地元推進委員と現地確認を行いました。

事務局説明どおりで特に問題ありませんのでよろしくお願いします。 

 

議  長   番号２、地区 椋本。 

 

牧野委員   １０番、牧野です。９月の１０日に会長さんはじめ部会長さん、それから農

業委員それから地元推進委員と現地確認させていただきましたけれども、別に

何も問題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から番号２について、地元委員さんから、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。 

 

議  長   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   それでは、１５ページから１７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
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転）でございます。 

番号１、地区 白塚、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 白塚町鎌田    、台帳地目・現況地目とも田、

面積 ７０４㎡。 

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、３７８．４８㎡、パネルの

設置率は、転用面積の５３．８％になります。農地区分は、第２種農地と判断

されます。 

 

番号２、地区 栗真、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 栗真町屋町里東    、台帳地目・現況地目とも

畑、面積 ６９１㎡。 

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、４６８．１６㎡、パネルの

設置率は、転用面積の６７．８％になります。農地区分は、第３種農地と判断

されます。 

 

番号３、地区 栗真、受人     、渡人     、申請地 栗真小川

町大門    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ４１６㎡。 

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、２３１．９２㎡、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４、地区 栗真、受人     、渡人     、申請地 栗真小川

町大門    、台帳地目・現況地目とも田、面積 １，６０９㎡。 

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、６５４．７２㎡、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５、地区 栗真、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 栗真小川町大門    、台帳地目・現況地目とも

田、面積 ５５８㎡ 外１筆、合計面積 １，１７９㎡。 

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５０．７％になります。農地区分は、第２種農地と判断

されます。 

 

番号６、地区 栗真、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 栗真小川町大門    、台帳地目・現況地目とも

田、面積 １，２８９㎡。 

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４５．７％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７、地区 栗真、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 栗真小川町沢    、台帳地目・現況地目とも田、

面積 ８３３㎡。 

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、４５８．３０㎡、パネルの

設置率は、転用面積の５５．０％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 栗真、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 栗真小川町大門    、台帳地目・現況地目とも

田、面積 ２２４㎡ 外１筆、合計面積 ４５２㎡。 

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、２０８．７３㎡、パネルの

設置率は、転用面積の４６．２％になります。農地区分は、第２種農地と判断

されます。 

 

番号９、地区 栗真、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 栗真小川町大門    、台帳地目・現況地目とも

田、面積 １，４２１㎡。 

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１０、地区 栗真、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 栗真小川町沢    、台帳地目・現況地目とも田、

面積 ４９５㎡。 

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、３０５．７３㎡、パネルの

設置率は、転用面積の６１．８％になります。農地区分は、第２種農地と判断

されます。 

 

番号１１、地区 栗真、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 栗真小川町東浦    、台帳地目・現況地目とも

田、面積 １，１５７㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、４９１．０４㎡、パネルの

設置率は、転用面積の４２．４％になります。農地区分は、第２種農地と判断

されます。 

 

番号１２、地区 高茶屋、受人     、渡人      外１名、申請

地 城山三丁目    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ４２９㎡ 外２

筆、合計面積 １，４０７㎡。 
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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、５１８．２４㎡、パネルの

設置率は、不整形地であることから転用面積の３６．８％になります。農地区

分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号１３、地区 高茶屋、受人     、渡人     、申請地 城山

三丁目    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ３７８㎡。 

これにつきましては、申請地の隣接地に居住する祖父母と同居することにな

った受人が、接道する道路が狭い申請地を譲り受け、家族所有の自家用車５台

分と祖父が週に数回利用する中型福祉車両の転回スペースを含めた、駐車場用

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１４、地区 椋本、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人      外４名、申請地 芸濃町椋本墓沢    、台帳地目・現況

地目とも田、面積 ９４２㎡ 外１６筆、合計面積 １３，９６１㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を貸事業

所用地と転用したのち、事業者に貸し出そうとするものです。 

具体的な転用計画としましては、建設機械のレンタル及びメンテナンスを行

う法人が借受ける予定で、三重県内に点在する建設機械の修理等メンテナンス

機能を集約し、効率化を図るためを目的に、事務所・修理工場・大型機械等の

建設機材置場・駐車場・調整池などが構築されます。農地区分は、第２種農地

と判断されます。 

 

番号１５、地区 草生、受人     、渡人     、申請地 安濃町

草生天神前    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ３００㎡。 

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、２０５．３８㎡、パネルの

設置率は、転用面積の６８．５％になります。農地区分は、第２種農地と判断

されます。 

 

番号１６、地区 村主、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 安濃町前野里    、台帳地目・現況地目とも畑、

面積 ４２９㎡ 外２筆、合計面積 ８８７㎡。 

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、４８０．９６㎡、パネルの

設置率は、転用面積の５４．２％になります。農地区分は、第２種農地と判断

されます。 

 

番号１７、地区 村主、受人      株式会社 代表取締役     、

渡人     、申請地 安濃町川西世古    、台帳地目・現況地目とも

田、面積 １９８㎡ 外３筆、合計面積 ２，４１２㎡。 

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９戸分

の建売（分譲）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。 
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以上、件数は１７件、合計面積は２９，５９１㎡、このうち田が２６，０１

４㎡、畑で３，５７７㎡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。地元の委員さんの意見を伺う前に、ちょっと

この議案第３号の現地確認をしている時に思いましたことを皆さんにお伝えし

ておきたいなと思います。今回、所有権移転で太陽光がほとんどでございまし

たけれど、今月において１４番にありますように、１３，０００㎡程の遊休地

を解消し有効利用するということで、非常に喜ばしいと思います。太陽光に限

らず今回そう思った次第です。事業者を誘致して、その農地を有効利用してい

ただくという目新しいことがここに出てきておりますので、その辺も地元委員

さんの説明の中にあろうかと思います。それでは地元委員の意見を伺います。 

番号１、地区 白塚。 

 

田村委員   ３番、田村です。９月９日の日に地元推進委員と現地確認を行いました。事

務局説明どおりで特に意見はありませんので、よろしくお願いします。 

 

議  長   番号２から番号１１、地区 栗真、お願いします。 

 

坂野委員   ２１番、坂野です。２番から１１番まで、私と地元推進委員、事務局で確認

しました。それから４，５，６，９については、守山会長と太田部会長あと事

務局とで確認しましたが、特に問題ないと思います。 

 

議  長   番号１２、番号１３、地区 高茶屋。 

 

村澤委員   ５番 村澤です。会長、部会長、地元推進委員、事務局と９日、現地確認に

行きました。別に何の問題もないのでよろしくお願いします。 

 

議  長   番号１４、地区 椋本。 

 

牧野委員   １０番、牧野です。９月の１０日、会長さん、部会長さん、それから事務局

の方、それから地元推進委員、関係者で現地を確認いたしました。この地区は

基盤整備事業から除外され、境界が明確でない場所が多々あるところです。な

かなか担い手も見つからず、周囲は住宅、アパート、田を耕作している混合し

た地区になります。周りの関係者の同意も得ているということでございました

ので、事務局の説明どおり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   番号１５、地区 草生。番号１６、番号１７、地区 村主。 
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内藤委員   １３番、内藤です。１５番は９月の９日、地区の農業委員それから地元推進

委員と確認をさせていただきました。何ら問題ございません。１６番に関しま

しては、９月の９日に海野委員と地元推進委員と現地を確認させていただきま

した。これも問題ございません。１７番は建売住宅ということで、守山会長、

太田部会長、それから事務局の方に来ていただく中、地元推進委員、それから

業者の方に説明等受けて現地を確認させていただきました。施工上の問題、そ

れから排水上の問題もクリアされたということでございまして、問題ないと思

います。よろしくお願いいたします。 

               

議  長   番号１から番号１７について、地元委員さんから、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（賃貸

借権）、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。 

番号１、地区 黒田、借人     、貸人     、申請地 河芸町南

黒田河戸    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ７３８㎡。 

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、２６５．６８㎡、パネルの設置率は、不整形地であるこ

とと、地元要望どおりフェンスの設置位置を境界より５０㎝離すことから、転

用面積の３６．０％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 椋本、借人 株式会社      代表取締役     、

貸人     、申請地 芸濃町椋本東三ツ谷    、台帳地目・現況地目

とも田、面積 ２，２２１㎡の内８８４㎡。 

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、４４２．８㎡、パネルの設置率は、転用面積の５０．１％

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、面積は田で１，６２２㎡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。 
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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   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、お願いします。 

 

喜多委員   ８番、喜多です。地元推進委員と現場を見させてもらいましたが、別に何ら

問題なしということで事務局の説明どおりですのでよろしくお願いします。 

 

議  員   番号２ 地区 椋本。 

 

牧野委員   １０番、牧野です。９月の１０日、農業委員、地元推進委員、それから事務

局の方と現地確認させていただきましたけれど、何ら問題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と、番号２について、地元委員さんから、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。 

 

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（使用

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（使用貸借）

でございます。 

番号１、地区 一身田、借人     、貸人     、申請地 一身田

平野佛田    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ５１４㎡。 

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２種農地と判断され

ます。 

 

以上、件数は１件、面積は田で５１４㎡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 一身田。 
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田村委員   ３番、田村です。この案件につきましては、議案第２号と同じでありますの

で、事務局説明通りで特に問題ありませんので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、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 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   ２０ページをお願いいたします。 

議案第６号 非農地証明願について、でございます。 

番号１、地区 高野尾、願出者     、申請地 高野尾町下り町    、

台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積 １７３㎡。 

提出されております建物登記全部事項証明書により、申請地には昭和４９年

に居宅が建築された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、これは津市農業委員会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１７３㎡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 高野尾。 

 

田中委員   ２番、田中です。９日の日に事務局と地元推進委員と現地確認いたしまして

何ら問題がないということで、昨日高野尾の農振協議会に審議いたしまして、

何ら問題がないということでございます。以上でございます。 

 

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６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７号 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。 
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事 務 局   議案第７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５，３４６㎡、畑の使用貸借で６７２㎡、契約件数

は３件でございます。 

河芸地区につきましては、田の賃貸借、３９３㎡、畑の賃貸借１，４４６㎡、

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１９，４４５㎡、契約件

数は４件でございます。 

芸濃地区につきましては、契約はございませんでした。 

美里地区につきましては、田の使用貸借で１，２０９㎡、契約件数は１件で

ございます。 

香良洲地区につきましては、田の賃貸借で１，３９６㎡、契約件数は１件で

ございます。 

 

以上、合計で田の集積が、賃貸借、使用貸借を合わせて２７，７８９㎡、畑

の集積が、賃貸借、使用貸借を合わせて２，１１８㎡、合計契約件数は１０件、

合計面積は２９，９０７㎡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１件、安濃地区３件、美里地区１件で

合計５件、合計面積は１７，４８６㎡でございます。 

なお、認定農業者への集積率は、件数で５０％、面積で５８．５％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。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４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１２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。 
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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７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９回第１農地部会を終了いたします。 

 

 

 

午前１０時４３分 

 

 

 

上記は、第９回第１農地部会の議事を録したものである。 

 

 

  令和元年９月１８日 

 

 

 

                     議事録署名者              

 

 

 

 

                     議事録署名者              

 

 

 


