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 第 １ 回 第 ２ 農 地 部 会 議 事 録  

 
 

日      時  平成３１年１月１７日（木）午後２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  藤井事務局長・長谷川次長・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  22 中野たつ子・23片岡 眞郁 

 
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） 

  

 

 

 

 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） 

  

 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（使用貸借） 
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 議案第７号 非農地証明願について 

  

 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１回第２農地部会を開会させていただきます。 

       本日の全員出席ですので、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。２２番 中野たつ子委員、２３番

片岡眞郁委員、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３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。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１か所お願いいたします。 

１２ページになりますが、議案第３号の番号６です。 

右端にある「用途の欄」で、法面とあるのを、水路法面と修正願います。以

上、１か所の訂正をお願いする形となり、大変申し訳ありませんでした。 

 

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６で、件数は６件、合計面積は７，６６９㎡で、その内訳は田が

５，９７２㎡、畑が１，６９７㎡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７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１１で、件数は１１件、合計面積は４８,２８７．１４㎡で、その

内訳は田が２６,３４９．１８㎡、畑が１８,８７５．９６㎡、その他が３，０６

２㎡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。 
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８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

移転）でございます。 

番号１ 宅地分譲用地 

番号２ 貸駐車場用地及び貸資材置場用地 

番号３ 一般個人住宅用地 

でございます。 

以上、件数は３件で、合計面積は畑で３，１７３㎡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   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 栗葉、受人     、面積 ６，４３６㎡、渡人    

 、面積 １１，９１８㎡、申請地 久居一色町羽場    、台帳地目・現

況地目とも畑、面積 ６５４㎡。 

これにつきましては、受人は、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 榊原、受人     、面積 ９９，２７１㎡、渡人   

  、面積 ３,３９６．５２㎡、申請地 榊原町岡ノ前    、台帳地目・

現況地目とも田、面積 １，５５７㎡。 

これにつきましては、受人は、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３、地区 大井、受人     、面積 ９，２７９㎡、渡人    

 、面積 ３，０４１㎡、申請地 一志町井生宮ノ東    、台帳地目・現

況地目とも畑、面積 ２８７㎡ 外３筆、合計面積 １，４８３㎡。 

これにつきましては、受人は、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４、地区 大井、受人     、面積 ４，５４７㎡、渡人    

 、面積 ５９５㎡、申請地 一志町大仰方士    、台帳地目・現況地目

とも田、面積 ５９５㎡。 

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５、地区 川口、受人     、面積 ６，１１５㎡、渡人    
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 、面積 ６，１１５㎡、申請地 白山町川口金谷    、台帳地目・現況

地目とも田、面積 ８４２㎡。 

これにつきましては、生前部分贈与です。 

 

番号６、地区 八知、受人     、面積 ４，４６４㎡、渡人    

 、面積 ２，０７１㎡、申請地 美杉町八知上親    、台帳地目・現況

地目とも畑、面積 １６㎡ 外４筆、合計面積 ２，０７１㎡。 

これにつきましては、生前一括贈与です。 

 

番号７、地区 下之川、受人     、面積 １０，３９０㎡、渡人  

   、面積 ２，７５５㎡、申請地 美杉町下之川南小坪谷    、台帳

地目・現況地目とも田、面積 ８７２㎡。 

これにつきましては、営農を拡大しようとする受人が、渡人に要望し、申請

地を譲り受けようものです。 

 

番号８、地区 下之川、受人     、面積 ０㎡、渡人     、面

積 ３，９３１㎡、申請地 美杉町下之川追坂    、台帳地目・現況地目

とも畑、面積 ８２㎡ 外１０筆、合計面積 ３，９３１㎡。 

これにつきましては、生前一括贈与です。 

 

以上、件数は８件、合計面積は１２，００５㎡、このうち田が６，２２３㎡、

畑が５，７８２㎡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、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。 

 

椋下委員   ７番、椋下でございます。１番でございますが、去る１月１０日の日に諸戸

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。場所につきましては    バス停の東約４００ｍのところで

ございまして、事務局の説明とおりでございまして、問題はないと考えます。 

２番でございますが、これも１月１０日の日に諸戸部会長、田口委員、地元

推進委員と事務局と私とで確認をさせていただきました。場所は    バス

停の北約２００ｍのところでございまして、    が買われるということで、

これは特に問題はないと考えます。事務局の説明とおりでございまして、何ら

問題はないと考えますので、よろしくご審議願います。 

 

議  長   ありがとうございます。３番、４番お願いします。 

 

宮本委員   １４番、宮本です。去る１０日の日に守山会長、地元推進委員同席で現地を

確認させていただきました。何も作ってない畑でしたけど、所有者が無償でも

らってもらうと、そういう内容で。現地はきれいにしてありましたし、何も問
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題ないように思います。 

４番ですけど実は私のところで既に作っているのですが所有者が  でし

て、もう年配なので何とか今のうちに元気なうちに地元の人にという話になっ

て、たまたま隣の    という方に持ってもらうことになったというような

所有権移転で、耕作にはあまり変わりのないことです。これも守山会長、地元

推進委員に立ち会ってもらいまして現地を確認しました。何も問題ないと思い

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。５番お願いします。 

 

中谷委員   １６番、中谷です。１月１０日の日に西森・中谷両委員と地元推進委員、白

山総合支所職員とで確認をしてまいりました。場所は    のちょうど南側

に当たります。生前部分贈与ということでそのまま田んぼとして使われるので

何ら問題は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。６、７、８番お願いします。 

 

結城委員   １８番 結城です。６番、７番、８番と説明いたします。１０日の日に地元

推進委員と事務局とで現地確認をいたしました。渡人は高齢になり作業をする

ことが難しくなり、生前贈与をしたいということでございますのでよろしくお

願いします。受人はできる限り農地は農地で守るという信念を通してくれる人

でした。以上６番です。 

７番については、これも１０日の日に地元推進委員と事務局とで現地確認を

いたしました。渡人は以前から農地を耕作していたわけです。作っていたわけ

です。今回譲っていただいて自分のものにして耕作するということで、よろし

くお願いします。 

８番も１０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

はやはり高齢になり作業をすることが難しくなり、孫に生前贈与したいと。受

人はできる限り農地は守っていくということでございます。よろしくお願いし

ます。 

 

議  長   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。 

 

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。 
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事 務 局   １１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 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３，１３６㎡、貸

人     、面積、５,８３７．９１㎡、申請地 白山町古市星岡    、

台帳地目・現況地目とも田、面積 ９７１㎡ 外１筆、合計面積 ２，１１１

㎡。 

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１件、合計面積は田で２，１１１㎡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。 
        

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。 

 

西森委員   １７番 西森です。１月の１０日、中谷・西森両委員と白山総合支所の事務

局というメンバーで立会いをさせていただきました。場所なんですが    

反対側に    があるんですけど、集落の少し北。昔でいう隠れ家という、

そのようなところにある田んぼです。現況は雑種地ということで、まあ地役権

ということで上空を通られるということで、状況が状況で耕作ができないのだ

ろうというような状況でした。何ら問題がないように判断させていただいてお

ります。 

 

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   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   １２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。 



 7 

 

番号１、地区 栗葉、申請者     、申請地 稲葉町稲葉山    、

台帳地目・現況地目とも畑、面積 １，１５６㎡。 

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、５９０．４㎡、パネルの設置率は、転用面積の５１．１％

になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号２、地区 大井、申請者     、申請地 一志町大仰久保垣内  

  、台帳地目 田、現況地目 雑種地、面積 ３７㎡ 外４筆、合計面積４

０９．７５㎡。 

これにつきましては、申請地を農業用倉庫用地、庭園用地及び進入用道路と

するものですが、平成３年頃から同じ目的で使用されており、所有者から始末

書の提出がありますことから、これを追認するものです。農地区分は、第２種

農地と判断されます。 

 

番号３、地区 大井、申請者      外１名、申請地 一志町井生平尾

    、台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積 ２６㎡。 

これにつきましては、申請地を一般個人住宅用地とするものですが、昭和５

２年頃から同じ目的で使用されており、所有者から始末書の提出がありますこ

とから、これを追認するものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号４、地区 川口、申請者     、申請地 白山町川口市場    、

台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積 ２１８㎡ 外１筆、合計面積 ２５４

㎡。 

これにつきましては、申請地を一般個人住宅用地及び駐車場用地とするもの

ですが、昭和４９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。 

 

番号５、地区 下多気、申請者     、申請地 美杉町下多気耕作  

  、台帳地目 田、現況地目 山林、面積 １１１㎡。 

これにつきましては、申請地を植林用地とするものですが、平成１０年頃に

杉を植樹しており、所有者から始末書の提出がありますことから、これを追認

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６、地区 下多気、申請者     、申請地 美杉町下多気耕作  

  、台帳地目 畑、現況地目 雑種地、面積 １３９㎡。 

これにつきましては、申請地を水路法面とするものですが、昭和４７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。 

 

番号７、地区 下之川、申請者     、申請地 美杉町下之川北小坪谷

    、台帳地目 田、現況地目 山林、面積 ５３８㎡。 

これにつきましては、申請地を植林用地とするものですが、平成１０年頃に

杉を植樹しており、所有者から始末書の提出がありますことから、これを追認

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７件、合計面積は２,６３３．７５㎡、このうち田が１,０５８．

７５㎡、畑が１，５７５㎡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。１番お願いします。 

 

椋下委員   ７番、椋下でございます。１月１０日の午後、守山会長、諸戸部会長、地元

推進委員と事務局と私とで確認をさせていただきました。場所は    の南

約１００ｍのところにございまして、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、よろしくご審議願います。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。２番、３番お願いします。 

 

宮本委員   １４番、宮本です。これも１０日の日に守山会長、地元推進委員、私と片岡

委員とで現地確認させていただきました。これは    の目の前で、たまた

ま字界が在所の中を走ってますので、    の自宅と隣なんですけどもこう

いうことになって。事前に何も届出しなくて、２０年ほど前に埋め立てをした

広い田んぼでしたけど、使いよく畑にしようということになった後に、こうい

うふうに無断転用をしてしまいまして。始末書も出してありますので、現状を

認めていただきたいと思います。 

３番も実は宅地の中に組み込まれておって、こんな農地があったのかという

感じの三角、道と本当の宅地との間の三角地でした。これもなんともしようの

ないことだと思いますけど、一応地元の方々確認をして見えるようですので何

ら問題ないと思います。よろしくお願いします。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。４番お願いします。 

 

中谷委員   １６番 中谷です。１月１０日の日に西森・中谷両委員と地元推進委員と白

山総合支所の担当で確認をしてまいりました。場所は    の信号から  

  の方へ抜ける道路ですけど、信号から入って行くとすぐ小高い山がありま

して、その下り切る手前にある家なんですけども、元々道路ができる前に１枚

の土地だったようで道路のために枝つきの土地と２つに分かれたようです。相

続のために発覚したようで始末書も出ておりまして何ら問題はないと思います

のでよろしくお願いします。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。５番、６番、７番お願いします。 

 

結城委員   １８番 結城です。５番、６番、７番と続けて説明します。５番については

１０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。２０年ほど前

に耕作をして見えたのですが、旦那さんが亡くなって、もう耕作しないという

ことで、杉の木の植林をされました。写真も出ていますが大概の木になってお

ります。始末書、現況写真全て添付されているということでございますので、

よろしくお願いします。 
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       ６番、これも１０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。

昭和４７年頃に山から出てくる隣接工事をしたのですが水路の、それの余った

土を土手に向けてほりあげたということで始末書、現況写真全て書類が出てい

るということでございますので、よろしくお願いします。 

       ７番、これも１０日に地元推進委員と事務局で現地を確認いたしました。 

      ２０年前に耕作をすることができなくなり、杉の木の植林をしたと。始末書、

現況写真全て書類が添付されているということですので、よろしくお願いしま

す。 

 

議  長   ありがとうございます。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   １３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 栗葉、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 稲葉町下鴻野    、台帳地目・現況地目とも田、

面積 １２５㎡ 外１筆、合計面積 ３９６㎡。 

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、３３２．１㎡、パネルの設

置率は、転用面積の８３．９％になります。農地区分は、第２種農地と判断さ

れます。 

 

番号２、地区 栗葉、受人 合同会社      代表社員     、渡

人      外１名、申請地 稲葉町下鴻野    、台帳地目・現況地目

とも畑、面積 ５４１㎡ 外１筆、合計面積 １，１０２㎡。 

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、５９０．４㎡、パネルの設置率は、転用面積の５３．６％

になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号３、地区 栗葉、受人     、渡人      外１名、申請地 稲

葉町下鴻野    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ４４２㎡ 外２筆、
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合計面積 ９９９㎡。 

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、５３１．３６㎡、パネルの設置率は、転用面積の５３．

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４、地区 栗葉、受人     、渡人     、申請地 稲葉町下

鴻野    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ５６６㎡。 

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、３８７．４５㎡、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５、地区 栗葉、受人 合同会社      代表社員     、渡

人     、申請地 稲葉町下鴻野    、台帳地目・現況地目とも畑、

面積 ４５９㎡。 

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、２２８．７８㎡、パネルの設置率は、転用面積の４９．

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６、地区 栗葉、受人     、渡人     、申請地 庄田町上

出    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ４６６㎡。 

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、２２８．７８㎡、パネルの設置率は、転用面積の４９．

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７、地区 栗葉、受人     、渡人     、申請地 森町釜狭

間    、台帳地目・現況地目とも田、面積 １，７４５㎡。 

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、８０３．６㎡、パネルの設置率は、転用面積の４６．１％

になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号８、地区 栗葉、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人      外１名、申請地 大鳥町西野    、台帳地目 田、現況

地目 畑、面積 ３４３㎡ 外３筆、合計面積 ９８７㎡。 

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、３６０．７２㎡、パネルの設置率は、土地の形状が不整

形地であることから、転用面積の３６．５％になります。農地区分は、第２種

農地と判断されます。 

 

番号９、地区 大井、受人     、渡人     、申請地 一志町井

関下名倉口    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ２７７㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を駐車場
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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 川合、受人     、渡人     、申請地 一志町

片野堂ノ城    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 １８５㎡。 

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１１、地区 川口、受人      代表役員     、渡人   

  、申請地 白山町川口中野    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ６

９㎡。 

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１２、地区 倭、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 白山町中ノ村古町    、台帳地目・現況地目と

も田、面積 １，６２９㎡。 

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、５３６．２５㎡、パネルの設置率は、申請地が不整形地

であり、南側宅地の影響を避ける配置とすることから、転用面積の３２．９％

になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号１３、地区 八ツ山、受人     、渡人      外１名、申請

地 白山町古市下猫座    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ２２４㎡

 外１筆、合計面積 ２４７㎡。 

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４７８．０８㎡、設置率は、

同様に一体的利用により、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１４、地区 竹原、受人     、渡人     、申請地 美杉町

竹原井手添    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ８１㎡。 

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１５、地区 八知、受人     、渡人     、申請地 美杉町

八知西山    、台帳地目 畑、現況地目 山林、面積 ９５㎡ 外８筆、

合計面積 ３，７１２㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を植林用

地とするものですが、昭和４５年頃から昭和６０年頃にかけて、杉及び檜を植

樹しており、所有者から始末書の提出がありますことから、これを追認するも

のです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号１６、地区 八知、受人     、渡人     、申請地 美杉町

八知西山    、台帳地目 畑、現況地目 雑種地、面積 ２１４㎡ 外３

筆、合計面積 ３１９㎡。 
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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、申請地を道路路

肩とするものですが、昭和６０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１６件、合計面積は１３，２３９㎡、このうち田が７，４０４

㎡、畑が５，８３５㎡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８番までお願いします。 

 

椋下委員   ７番 椋下でございます。１番でございますが１月１０日の日に諸戸部会長、

田口委員、地元推進委員と事務局と私とで確認をさせていただきました。場所

は    バス停東約１００ｍのところでございまして、事務局の説明のとお

りでございまして、何ら問題ないかと考えます。 

       ２番でございますが、１０日の午後、守山会長、諸戸部会長、地元推進委員

さんと事務局と私とで確認をさせていただきました。場所は    バス停東

約１５０ｍのところでございまして、事務局の説明のとおりでございまして、

問題ないかと考えます。 

３番でございますが、１月１０日の日に、諸戸部会長、田口委員、地元推進

委員と、事務局と私とで確認をさせていただきました。場所は  バス停東約

２５０ｍのところでございまして、事務局の説明のとおりでございまして、問

題ないかと考えます。 

４番でございますが、１月１０日の日に、諸戸部会長、田口委員、地元推進

委員と、事務局と私とで確認をさせていただきました。場所は    バス停

東約１５０ｍのところでございまして、事務局の説明のとおりでございまして、

問題はないかと考えます。 

５番も同じところでございまして１０日の日に部会長、田口委員、地元推進

委員さん、事務局と私とで確認をさせていただきました。場所は    バス

停東約２５０ｍのところでございまして、何ら問題ないかと考えます。 

６番でございますが、これも１月の１０日の日に諸戸部会長、田口委員、地

元推進委員、事務局と私とで確認をさせていただきました。場所は国道１６５

号線    の東約１００ｍのところでございまして、事務局の説明のとおり

でございまして、問題はないかと考えます。 

７番でございますが、１月１０日の午後、守山会長、諸戸部会長、地元推進

委員さん、事務局と私とで確認をさせていただきました。場所は    の真

東約１０ｍのところでございまして、問題はないかと考えます。 

８番でございますが、１月１０日に諸戸部会長、田口委員、地元推進委員、

事務局と私とで確認をしまして、場所は    バス停の西約３００ｍのとこ

ろでございまして、事務局の説明のとおりでございまして、問題はないかと考

えます。    というところはもう太陽光の銀座でございますのでその点だ

け、よろしくお願いします。以上です。 
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議  長   ありがとうございます。９番、お願いします。 

 

宮本委員   １４番、宮本です。１０日の日守山会長と片岡委員、地元推進委員の立会い

のもと確認をしてまいりました。場所は    の東約５０ｍのところです。

周辺太陽光に囲まれたような土地でして、これだけの駐車場用地が取れるのか

知れませんけど、駐車場用地として出ています。今は茶畑でした。何も問題は

ないと思いますので事務局の説明どおりです。よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。１０番、お願いします。 

 

片岡委員   ２３番、片岡でございます。１月１０日の日に守山会長はじめ地元委員、事

務局と、地元推進委員とで立会いをさせていただきました。場所は    の

そばになるのですけれども一等地でありまして、初めはどこから入っていくの

かなという感じもしたのですけれども、きちんと資材置き場の用地確保もされ

てみえましたので、安心をいたしました。以上、今事務局から説明どおりでご

ざいますので、何ら問題はないということで確認をさせていただいております。

どうかよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。１１番、お願いします。 

 

中谷委員   １６番、中谷です。１０日の日に西森・中谷両委員と地元推進委員、白山総

合支所職員で確認をしてまいりました。場所は    の東約１ｋｍのところ

でしょうか。お寺の駐車場ということで持ち主さん檀家さんでして、もう高齢

で畑もよう管理できないということで、お寺に寄贈して駐車場に使ってもらお

うということですので、何ら問題はないかと思います。 

       引き続きまして１２番です。これも同じく１０日の日に守山会長、諸戸部会

長、西森・中谷両委員と地元推進委員、本庁事務局と白山総合支所の担当で確

認をしてまいりました。場所は倭にあります    の東側になります。渡人

は耕作の意思も無いということで売却したいということで、太陽光発電という

ことで計画されたようです。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   ありがとうございます。１３番お願いします。 

 

西森委員   １７番、西森です。１月１０日に中谷・西森両委員と、地元推進委員、白山

総合支所の事務局、業者の行政書士というメンバーで立会いをさせていただき

ました。場所は    の斜め前です。前回の延長で隣の一角になります。今

回はそこの部分と山の部分を一部併せて利用したいというような形を業者の方

から聞いております。前回の方もただ広いだけで太陽光にはもってこいの場所

だという意見もあったのですが、技術的には何ら問題ないと思いました。以上

です。 

 

議  長   ありがとうございます。１４番、１５番、お願いします。 

 

 

結城委員   １８番、結城です。１４番、１５番と説明いたします。１０日の日に地元推



 14 

進委員と現地確認をいたしました。    に受人の実家があるところで、そ

の前で駐車場を作りたいと。譲り受けて駐車場にしたいということでございま

すので、何も問題はないと思います。 

       １５番については、１６も一緒のとこですので説明は同じようにさせていた

だきます。１０日の日に会長、部会長、地元推進委員、事務局で現地確認をい

たしました。前回も同じことが詳細の理由に書いてありました。全く前回と同

じことです。自営業会社の    調達、所有権移転するところであったが無

断で転用していたと。農地であり、是正するために５条の１項を申請したとい

うことでございます。始末書とか現況写真が出ているので、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。 

 

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   １６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     、貸人     、申請地 庄田町上

出    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ９０２㎡。 

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、３６９㎡、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２、地区 栗葉、借人     、貸人     、申請地 大鳥町川

岸    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 １３㎡ 外３筆、合計面積５

５３㎡。 

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、２３３．８㎡、パネルの設置率は、転用面積の４２．３％

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３、地区 大三、借人     、貸人      外１名、申請地 白

山町三ヶ野古垣内    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ５６８㎡ 外

１筆、合計面積 １，０３４㎡。 

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、４８０．９６㎡、パネルの設置率は、転用面積の４６．

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３件、合計面積は畑で２，４８９㎡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、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番でございますが、１月１０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してきました。

ここは国道１６５号線の    東約１００ｍ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問題はないと考えます。 

２番でございますが、１月１０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してきました。場所は    西約３０

０ｍ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、よろしくご審議お願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。３番、お願いします。 

 

中谷委員   １６番 中谷です。１月１０日の日に守山会長、諸戸部会長、本庁事務局、

西森・中谷両委員と地元推進委員、白山総合支所の担当で確認をしてまいりま

した。場所は国道１６５号線久居の方から来ますと    へ上がる坂の手前

を右に入っていった在所のちょうど裏側になります。小高いところでして太陽

のよくあたる太陽光発電にはもってこいの場所で、渡人も耕作しないというこ

とですので、何ら問題ないかと思います。よろしくお願いします。 

 

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＞  
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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（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   １７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 久居、借人     、貸人     、申請地 戸木町西

羽野    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ９１㎡ 外１筆、合計面積

 ３４７㎡。 

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２、地区 倭、借人     、貸人     、申請地 白山町上ノ

村拝垣内    、台帳地目 田、現況地目 畑、面積 ４６６㎡。 

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、２５７．０４㎡、パネルの設置率は、転用面積の５５．

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３、地区 倭、借人     、貸人     、申請地 白山町上ノ

村小山口    、台帳地目 田、現況地目 雑種地、面積 １６５㎡。 

これにつきましては、借人は、貸人との間に２０年間の使用貸借を設定し、

申請地を太陽光発電施設用地とするものですが、平成１０年頃から駐車場とし

て利用されていた旨の始末書が提出されております。 

パネル設置面積は、７４．４㎡、パネルの設置率は、転用面積の４５．１％

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３件、合計面積は９７８㎡、このうち田が６３１㎡、畑が３４

７㎡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１０日の日に事務局はじめ椋下委員、諸戸部会長、私

と地元推進委員で見てまいりました。場所は１６５号線南東の信号のところか
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ら南へ約２００ｍ上がったところです。これも何も問題ないと思います。また

来月ぐらいかな、中に入っていく道の申請が出てくるということですので、よ

ろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。２番、３番、お願いします。 

 

中谷委員   １６番、中谷です。１０日の日に西森・中谷両委員と地元推進委員、白山総

合支所の方とで見てまいりました。場所は国道１６５号線    への入り口

の少し西側です。    の方へ入って行く入り口の北側になります。隣には

すでに太陽光パネルがありまして、それと隣ということです。もう耕作もでき

ないというのでしかたないかなという感じです。 

３番ですけども、２番の土地の北東ですか、少し行ったところに     

 があるのですけど、その道路挟んだ前が３番の土地になります。現在駐車場

として使われておりまして、太陽光発電にということですので、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、非農地証明願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   １８ページをお願いいたします。 

議案第７号 非農地証明願について、でございます。 

 

番号１ 地区 大三、願出者     、申請地 白山町二本木北和知野 

   、台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積 １６３㎡。 

これにつきましては、昭和５８年１０月２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居宅が建築されていることが確認できる

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、合計面積は、いずれも畑で１６３㎡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。 

 

中谷委員   １６番、中谷です。１０日の日に中谷・西森両委員と地元推進委員、白山総

合支所の担当者で確認をしました。場所は大三の二本木の    の入口から

南へ約１２０ｍのところです。元々の地主さんからこの方言われて、まだ土地

の変更がしてないと。そのままということで今回非農地証明出して変更という

ことで申請されたようです。何ら問題ないかと思いますので、よろしくお願い

します。 

 

議  長   ありがとうございます。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号については証明することに決定し

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１０１，０９１㎡、

畑の使用貸借で１，２０７㎡、契約件数は５１件でございます。 

一志地区につきましては、田の賃貸借、所有権移転で３０，９３８㎡、畑の

使用貸借で２，０１９㎡、契約件数は２３件でございます。 

白山地区につきましては、田の賃貸借で１４，９１３㎡、契約件数は８件で

ございます。 

美杉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、所有権移転を合わせて１４６，

９４２㎡、畑の集積が、使用貸借で３，２２６㎡、合計契約件数は８２件、合

計面積は１５０，１６８㎡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、一志地区で１０件、白山地

区１件で合計２２件、合計面積は５２，９９８㎡でございます。 

なお、認定農業者への集積率は、件数で２６．８％、面積で３５．３％とな

っております。 
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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２８です。    委員、一時退室をお願いします。 

       

       ＜ 退  室 ＞ 
 

議  長   この１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１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。入室してください。 

 

       ＜ 入  室 ＞ 

       

議  長   次に、整理番号６１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１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、意見もないようでございますのでお諮かりします。ただいま、審

議をいただきました１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。入室してください。 
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       ＜ 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＞  

 

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１回 第２農地部会を閉会します。 

 

 

 

                                 午後３時０６分 

 

 

上記は、第１回第２農地部会の議事を録したものである。 

 

  平成３１年１月１７日 
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