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第 １１ 回 第 ２ 農 地 部 会 議 事 録 
 

日      時  令和元年１１月１８日（月）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 慶則・7 森 哲也・14 宮本 政春 

15 守山 孝之・16 中谷 秀也・17 西森 偉統 

18 結城 晉三・20 諸戸 善昭 

22 中野 たつ子・24 前田 孝幸 

以上１０名 

欠 席 委 員  なし 

 

出席部会員外委員   

 

議      長  第２農地部会長 諸戸 善昭 

 

事 務 局 職 員  藤井事務局長・増田主査 

 

総 合 支 所  久居：藤巻担当主幹 一志：澤田担当副主幹、柴山担当副主幹 

   白山：境担当副主幹 美杉：東山担当副主幹 

 

議 事 録 署 名 者 ６ 田口 慶則・７ 森 哲也 

 

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８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７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７号の規定による届出について（賃貸借権）  

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取消願いについて（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（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） 

議案第７号 非農地証明願いについて 

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＞ 
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議   事   の   大   要 

 

議  長   それでは、第１１回第２農地部会を開会いたします。本日の欠席はなし。出

席委員数は１０名でございます。 

  議事に入ります前に、議事録署名者を私の方から指名させていただきます。 

６番 田口 慶則委員、７番 森 哲也委員の両委員にお願いしたいと思いま

すのでよろしくお願いします。 

 本部会に付議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

りでございますのでよろしくお願いいたします。 

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   議案書の説明の前に、議案書の差替えをお願いします。 

差し替えの理由は、元の議案書、１６ページ、議案第４号、番号８が取下げ

となったためであり、それに伴い、当該議案の案件番号、件数、合計面積等が

変更となりましたので、議案書の差替をさせて頂きます。また、別冊の議案第

８号についても、数字の一部訂正があったので、丸ごと差替えとなります。 

よろしくお願いします。 

 

それでは、議案書の１ページから３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１２で、合計件数は１２件、合計面積は２６，００６㎡で、その

内訳は田が２５，５５０㎡、畑が４５６㎡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。 

 

４ページから７ページをお願いします。 

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９で、合計件数は９件、合計面積は４９，２０３㎡で、その内訳

は田が４２，０５５㎡、畑が７，１４８㎡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。 

 

８ページをお願いいたします。 

報告第３号 農地法第４第１項第８号の規定による届出について、でござい

ます。 

番号１ 長屋住宅用地 

番号２ 共同住宅用地 

でございます。 

以上、合計件数は２件、合計面積は畑で６９１㎡でございます。 
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９ページをお願いいたします。 

報告第４号 農地法第５第１項第７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から２ 一般個人住宅用地 

でございます。 

以上、合計件数は２件、合計面積は畑で６６６㎡でございます。 

 

１０ページをお願いいたします。 

報告第５号 農地法第５第１項第７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 太陽光発電施設用地 

でございます。 

以上、合計件数は１件、合計面積は畑で７９０㎡でございます。 

 

１１ページをお願いいたします。 

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、    、申請地は畑で、取得年月日は昭和６０年５月１

０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。 

以上、件数は１件、合計面積は畑で７．２３㎡でございます。 

 

議  長   事務局から報告がありましたとおりでございますので、よろしくお願いしま

す。 

次に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）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 ０㎡、渡人     、面積 

１１，５９２㎡、申請地 久居小戸木町池端    、台帳地目・現況地目と

も畑、面積 ５８５㎡ 外４筆、合計面積 ５，６３９㎡。 

これにつきましては、受人は、新規営農のため、渡人から申請地を譲り受け

るものです。 

 

番号２、地区 栗葉、受人     、面積 ６，７１０㎡、渡人     、

面積 ２，６４５㎡、申請地 稲葉町河原    、台帳地目・現況地目とも

田、面積 １，５００㎡。 

これにつきましては、受人は、経営規模を縮小する渡人から申請地を譲り受

け、耕作利便を高めるものです。 
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番号３、地区 川合、受人     、面積 ６，３９８．４５㎡、     

渡人     、面積 １４，７８９．６８㎡、申請地 一志町庄村出    

口    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ８．６８㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人の耕作不便地である申請地を譲り受け、

耕作利便を高めるものです。 

 

番号４、地区  竹原、受人      、面積  １０，１７４㎡、       

渡人     、面積 ５，６３４㎡、申請地 美杉町竹原東垣内    、

台帳地目・現況地目とも田、面積 ２，３６９㎡ 外２筆、合計面積 ５，３

０３㎡。 

これにつきましては、受人は、経営規模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。 

 

以上、合計件数は４件、合計面積は１２，４５０．６８㎡で、その内訳は、

田が６，８０３㎡、畑が５，６４７．６８㎡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   事務局より説明がありましたが、現地で立ち会っていただいた地元委員のご

意見をお伺いしたいと思います。 

       １番。 

 

田口委員   ６番 田口です。８日に現地を確認して参りました。諸戸さん、中野さん、

地元推進委員と確認して参りました。事務局の説明通りで、何ら問題ないと思

います。 

 

議  長   ２番お願いします。 

 

森 委 員   ７番 森です。同じく１１月８日に、諸戸部会長、田口さん、地元推進委員

と現地を確認しました。稲葉町の    から    ほど行ったところで

す。無事に終わりまして、事務局の説明通りでございます。 

 

議  長   ３番お願いします。 

 

前田委員   ２４番 前田です。１１月８日に守山会長、宮本委員、私と、地元推進委員、

事務局と現地へ行きました。後の議案にも出てきますが、現況を整理するとい

うことで、中身については、事務局の説明のとおりで問題ありません。 

 

議  長   ４番。 

 

結城委員   １８番 結城です。８日に地元推進委員と現地を確認しました。渡人は規模

縮小、受人は農業経営の拡大ということです。受人の    はやる気のある
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方で、この田を買うといって直ぐに草を刈ってあった。何を作るのやと聞くと、

サツマイモやと。やる気のある方で何ら問題ありません。 

 

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、意見もないようですのでお諮かりします。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に決定し

たいと思います。 

 

議  長   続きまして、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、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  川口、申請者      、申請地  白山町川口       

中ノ谷    、台帳地目 田、現況地目 雑種地、面積 ２２２㎡。 

これにつきましては、申請地を駐車場用地とするものです。 

自宅に駐車場がないため、申請地に３台駐車できる駐車場を確保するもの 

で、許可申請前に、土を入れてしまった旨の始末書の提出があります。 

農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号２、地区  大三、申請者      、申請地  白山町二本木      

向下    、台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積 １２８㎡。 

これにつきましては、申請地を駐車場用地とするものです。 

平成２９年ごろから、砕石を敷き、自宅に隣接する駐車場として利用してい

た旨の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３、地区  大三、申請者      、申請地  白山町二本木      

岡前    、台帳地目 田、現況地目 畑、面積 ２８㎡。 

これにつきましては、隣地を宅地に転用し、埋め立て、かさ上げが完了した

結果、雨水の排水路が必要となったため、申請地を用悪水路用地とするもので

す。 

農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

以上、合計件数は３件、合計面積は３７８㎡で、その内訳は、田が２５０㎡、

畑が１２８㎡でございます。 
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いずれの案件につきましても、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、３番。 

 

中谷委員   １６番 中谷です。８日に西森、中谷両委員、地元推進委員と、白山総合支

所担当職員と、現地を確認いたしました。息子さんの家を建てて、その駐車場

ということで、転用をしていなかったということで申請をされたそうです。何

ら問題ないと思います。 

２番は、    の南東にある在所で、西森委員、中谷委員と地元推進委員

と白山総合支所担当職員と確認いたしました。以前から駐車場として使われて

いたようで、何ら問題ありません。 

３番も１１月８日に西森、中谷両委員と地元推進委員と白山総合支所担当職

員と確認いたしました。場所は    の東側にあります。隣の家との間に雨

水の排水路をということでした。何ら問題無いかと思います。 

 

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、意見もないようですのでお諮かりします。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に決定し

たいと思います。 

 

議  長   続きまして、議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可取消願いに

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   １４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取消願について（所有権

移転）でございます。 

 

番号１、地区 川口、受人     、渡人     、申請地 白山町川

口市場    、台帳地目・現況地目とも畑、面積８５㎡ 外２筆、合計面積 

１４０㎡。 

これにつきましては、申請地を倉庫用地とするもので、令和元年９月１８日

付けにて許可を受けましたが、売買不成立となったため、許可の取消願いが提

出されております。 
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以上、件数は１件 合計面積は畑で１４０㎡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。 

 

中谷委員   １６番 中谷です。場所は    の西側。倉庫用地ということで、今は果

樹が植えてありますが、売買不成立ということで、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、意見もないようですのでお諮かりします。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号については承認することに決定し

たいと思います。 

 

議  長   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   １５ページをお願いします。 

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 久居明神

町西藤谷    、台帳地目 雑種地、現況地目 畑、面積 ７８㎡。 

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。 

受人は    を営んでおり、事業拡大のため、申請地隣地の、倉庫、資材

置場となっている土地も同時購入するもので、申請地は現在利用している資材

置場から直線距離で７０ｍほどに位置し、管理運用に便利であることから、駐

車場用地として活用するものです。 

農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号２、地区 栗葉、受人     、渡人     、申請地 稲葉町稲

葉山    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ２６６㎡。 

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。 

受人は、    であり、現在利用している駐車場を拡張するため、隣接す

る申請地を、大型バスおよび利用者用駐車場などに活用するものです。 
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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     、申請地 稲葉町稲

葉山    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ４１３㎡。 

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。 

受人は、    であり、現在利用している駐車場を拡張するため、隣接す

る申請地を、大型バスおよび利用者用駐車場などに活用するものです。 

農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号４、地区 栗葉、受人      株式会社 代表取締役     、

渡人     、申請地 久居一色町羽場    、台帳地目・現況地目とも

畑、面積 １７５㎡ 外４筆、合計面積 １，１２８㎡。 

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、４１９．７６㎡、パネルの設置率は、不整形地であり、

メンテナンススペースを確保することから、転用面積の３７．２％になります。 

農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号５、地区 栗葉、受人     、渡人     、申請地 稲葉町稲

里    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ７０５㎡ 外１筆、合計面積 

７１１．６１㎡。 

 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を植林  

するものです。申請地については耕作不良のため、クヌギ等を植林して、山林

として管理していく計画です。 

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 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 稲葉町北出    、台帳地目 宅地、現況地目 

畑、面積 ３５７．０２㎡の内１５７㎡ 外３筆、合計面積 ５０２．８９㎡。 

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、５５４．０４㎡、パネルの設置率は、転用面積の４３．

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７、地区 栗葉、受人      株式会社 代表取締役     、

渡人     、申請地 大鳥町西野    、台帳地目・現況地目とも畑、

面積 ２０１㎡ 外２筆、合計面積 ５１４㎡。 

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、３７０．２６㎡、パネルの設置率は、転用面積の７２．

０％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８、地区 川合、受人     、渡人     、申請地 一志町庄

村出口    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ８．４５㎡。 

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９、地区 高岡、受人     、渡人     、申請地 一志町田

尻鎌田    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ３１５㎡。 

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  家城、受人  株式会社       代表取締      

役     、渡人     、申請地 白山町北家城上出    、台帳地

目 田、現況地目 畑、面積 １，０９４㎡。 

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、４６０．８０㎡、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１１、地区 川口、受人 合同会社      代表社員     、

渡人     、申請地 白山町川口杉ヶ瀬    、台帳地目・現況地目と

も畑、面積 ２５４㎡ 外１筆、合計面積 ５２０㎡。 

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、２６０．５２㎡、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。 

 

番号１２、地区 倭、受人     、渡人     、申請地 白山町佐

田坊ノ裏    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ３８３㎡。 

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、１２６．０８㎡、パネルの設置率は、不整形地であり、

メンテナンススペースを確保することから、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 八知、受人     、渡人     、申請地 美杉町

八知魚切    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ８７２㎡。 

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、２５７．５４㎡、パネルの設置率は、メンテナンス車両

駐車スペースおよび河川からの保安部分を設けることから、転用面積の２９．
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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  太郎生、受人  株式会社       代表取締     

役     、渡人     、申請地 美杉町太郎生下垣内    、台帳

地目・現況地目とも田、面積 ８５２㎡。 

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、４５４．６６㎡、パネルの設置率は、転用面積の５３．

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１５、地区  太郎生、受人  株式会社       代表取締     

役     、渡人     、申請地 美杉町太郎生小屋垣内    、台

帳地目・現況地目とも畑、面積 ９０５㎡ 外２筆、合計面積 １，６５４㎡。 

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、５８８．６５㎡、パネルの設置率は、本敷地の南側に住

宅地があり、反射光の影響を未然に防止するため住宅との距離を保持する空間

を配置するため、転用面積の３５．５％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 石名原、受人     、渡人     、申請地 美杉

町石名原上垣内    、台帳地目 田、現況地目 畑、面積 １，１７３㎡。 

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、５５４．４０㎡、パネルの設置率は、転用面積の４７．

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１６件、合計面積は１０，４８４．９５㎡、このうち田が５，

４００．６１㎡、畑が４，７９６．４５㎡、その他が雑種地および宅地で２８

７．８９㎡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   事務局より説明がありましたが、立ち会っていただい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。８日に現地を確認して参りました。諸戸部会長、森委員、

中野委員、地元推進委員と行って参りました。場所は    のところで、問

題ないと思います。 
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議  長   ２番から７番。 

 

森 委 員   ７番 森です。２番と３番は、受け人が同じです。１１月８日に諸戸部会長、

田口委員、私、地元推進委員と現地確認して参りました。２番と３番は    

 ところで、    の駐車場の両隣を駐車場にするものです。何事もなく調

査を終わりました。細かいところは事務局の報告の通りです。 

       ４番は、１１月８日に諸戸部会長、田口さん、地元推進委員の方と行って参

りました。現地は荒れ放題になっておりまして、内容は事務局説明の通りです。 

       ５番も同じ８日に行って参りました。現状は荒れた畑になっております。南

面が山になっておりまして、畑もできず、果樹ぐらいしか植えることができな

いと思います。受人の    さんも木を植えるということで、現場の確認を

終わりました。 

       ６番は１１月８日の日に諸戸部会長、田口さん、推進委員の方と現地調査を

して参りました。これも内容については事務局説明の通りです。 

７番も同じく１１月８日に現地へ行って参りました。    ２００メート

ルほど西へ行ったところ。以前から太陽光の施設が増えておりますが、これが

最後だと思います。調査は無事終わりました。事務局の説明通りです。 

 

議  長   ８番お願いします。 

 

前田委員   ２４番 前田です。１１月８日、守山会長、宮本委員、推進委員と現地確認

いたしました。現況と公図と合わせるということで、問題ございません。 

      ９番ですが、周りは全て宅地になっておりまして、家が建っております。こ

の田だけ耕作放棄地になっております。家を建てるということで、問題ありま

せん。 

 

議  長   １０番。 

 

西森委員   １７番 西森です。１１月８日に中谷、西森両委員、地元推進委員、白山総

合支所担当職員と立ち会いさせていただきました。現況は雑種地になっており

まして、長いことは無いと思いますが荒れておりまして、隣は耕作して見えて、

迷惑がかからないようにしてくださいと申し上げました。あとは問題ありませ

ん。 

 

議  長   １１番、１２番。 

 

中谷委員   １６番 中谷です。１１月８日に西森、中谷両委員、地元推進委員、白山総

合支所担当職員と確認いたしました。場所は    へ１ｋｍぐらい行ったと

ころ。両側に家が建っておりますけれど、この会社は、現地承諾書というのを

添えて申請書を出しておりまして、何ら問題は無いかと思います。 

１２番も１１月８日に西森、中谷両委員、地元推進委員、白山総合支所担当

職員と確認いたしました。場所は    の北側になります。荒れているとこ

ろですので、仕方ないのかなあと思います。 

 

議  長   １３から１６番。 
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結城委員   １８番 結城です。８日の日に地元推進委員と現地を確認いたしました。申

請地が太陽光発電に適したところで、売電を計画するということでした。 

       １４番の太郎生については、同じく８日の日に中川推進委員と事務局とで現

地を確認いたしました。太陽光発電パネルを設置して売電を計画するというこ

とでした。 

       １５番も同じ業者で、８日に現地を確認しております。これも同じく、太陽

光をしたいということです。 

       １６番、８日に会長、部会長、岸野推進委員と事務局とで現地を確認いたし

ました。太陽光発電設備を設置したいということでした。 

 

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、意見もないようですのでお諮かりします。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   異議なしと認めます。よって、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。 

 

議  長   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   １７ページをお願いします。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 川口、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 白山町川口馬乗岩    、台帳地目・現況地目と

も畑、面積 ３１５㎡。 

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、１９８．００㎡、パネルの設置率は、転用面積の６２．

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 倭、受人      株式会社 代表取締役     、渡

人     、申請地 白山町中ノ村くぐ里や    、台帳地目・現況

地目とも田、面積 １，２４６㎡。 

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、５６７．８４㎡、パネルの設置率は、転用面積の４５．
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６％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１，５６１㎡、このうち田が１，２４６㎡、

畑が３１５㎡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。 

 

中谷委員   １６番 中谷です。１番ですが、１１月８日に西森、中谷両委員、地元推進

委員、白山総合支所担当職員と立ち会いました。この一帯は畑でして、荒れ地

の所もちらほらとある一角です。仕方が無いことかなという感じがありますの

で、問題は無いかと思います。 

２番は、１１月８日に守山会長、諸戸部会長、西森、中谷両委員、地元推進

委員、白山総合支所担当職員とで確認しました。場所は    手前でしょう

か。以前に太陽光発電施設が作られておりまして、その南側です。年金暮らし

の方ですので、土地もそれほどいらないということらしくて太陽光ということ

になったそうです。何も問題ないかと思います。 

 

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、意見もないようですのでお諮かりします。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。 

 

議  長   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   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 榊原、受人     、渡人     、申請地 榊原町別

所    、台帳地目・現況地目とも田、面積 １，２１３㎡。 

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、５２８．１２㎡、パネルの設置率は、転用面積の４３．
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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１件、合計面積は田で１，２１３㎡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。 

 

森 委 員   ７番 森です。１１月８日午後、現地調査を行いました。会長、諸戸部会長、

田口委員、地元推進委員と現地を確認いたしました。現地は    の隣にあ

ります。貸人の娘さんが借りて太陽光をやるということで、問題ないと思いま

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、意見もないようですのでお諮かりします。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６号については許可することに決定し

たいと思います。 

 

議  長   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   １９ページをお願いします。 

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  川合、願出者      、申請地  一志町小山       

鳥居ノ本    、台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積３６６㎡。 

これにつきましては、平成３１年度固定資産課税台帳記載事項証明書によ

り、申請地に申請人が昭和５１年に自宅を建築し、以降宅地として利用し現在

に至ることが確認できることから、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、合計面積は畑で３６６㎡でございます。 
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以上で説明を終わります。 

ご審議の程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ます。 

 

前田委員   ２４番 前田です。１１月８日に守山会長、宮本委員、地元推進委員と確認

して参りました。事務局の説明通り、自宅が建築されておりまして、何ら問題

が無いかと思います。 

 

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、意見もないようですのでお諮かりします。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。 

 

議  長   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。 

 

議  長   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。田の賃貸借で３２，０１５㎡、畑の賃貸借、

使用貸借で４，３１３㎡、契約件数は２０件でございます。 

       一志地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借、所有権移転で５７，２２

１㎡、畑の賃貸借で２８９㎡、契約件数は２６件でございます。 

       白山地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で２０，３９７㎡で、契約

件数は６件でございます。 

 

       美杉地区につきましては、契約件数はございません。 

 

       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１０９，

６３３㎡、畑の集積が、賃貸借、使用貸借を合わせて４，６０２㎡、合計契約

件数は５２件、合計面積は１１４，２３５㎡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。 
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       地区別の認定農業者への集積は久居地区４件、一志地区で８件、白山地区で

３件で合計１５件、合計面積は４０，４８４㎡でございます。 

なお、認定農業者への集積率は、件数で２８．８％、面積で３５．４％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。 

 

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８、ほか３３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３４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 ３４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       委員入室してください。 

 

＜ 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、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。 

 

議  長   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２時５８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。 

 

  令和元年１１月１８日 

 

 

                     議事録署名者              

 

 

                     議事録署名者              


