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 第 ３ 回 第 ２ 農 地 部 会 議 事 録  

 

 

日      時  令和２年３月１６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   

 

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：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  14 宮本 政春・16 中谷 秀也 

 

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 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取消願について 

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 

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３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。 

       １４番 宮本 政春委員、１６番 中谷 秀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   議案の説明の前に、別冊 議案第８号について、一部取下げがありましたの

で、農用地利用集積計画地区別集計表の差替と、農用地利用集積計画の概要お

よび利用権設定各筆表から、取下げ対象となる整理番号の削除をお願いします。 

       取下げ対象は、整理番号２６、２７、２８、２９、３０、３１、５６です。 

       お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。 

  

       それでは、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９で、合計件数は９件、合計面積は１５，１３７㎡で、その内訳

は田が１４，１８６㎡、畑が９５１㎡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３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４で、合計件数は４件、合計面積は１５，４３９㎡で、その内訳

は田が１２，９３７㎡、畑が２，５０２㎡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。 

   

       ４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８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 でございます。 

 

       以上、件数は１件、合計面積は畑で１９３㎡でございます。 
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       ５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、取得年月日は平成９年８月２１

日でございます。 

 

       番号２、権利者     、申請地は田と畑で、取得年月日は昭和５９年２

月１日でございます。 

 

       番号３、権利者     、申請地は田で、取得年月日は昭和４７年１１月

２日でございます。 

 

       これら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３件、合計面積は１，８２４㎡で、その内訳は田が１，６５５

㎡、畑が１６９㎡でございます。 

  

       報告案件は以上です。 

  

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   ６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 ３３，１７５．１７㎡、渡

人     、面積 １１，８６０㎡、申請地 新家町下松ノ中    、台

帳地目・現況地目とも田、面積 ９９１㎡ 外１筆、合計面積 １，７４４㎡。 

       これにつきましては、受人は、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 久居、受人     、面積 ４５，７９３㎡、渡人     、

面積 ３，６３８㎡、申請地 木造町中野新田    、台帳地目・現況地目

とも田、面積 １，９８３㎡。 

       これにつきましては、受人は、遠方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 榊原、受人     、面積 ６，６３４㎡、渡人     、
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面積 ２，５９１㎡、申請地 榊原町東山    、台帳地目・現況地目とも

田、面積 ２８８㎡ 外２筆、合計面積 ５７８㎡。 

       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、耕作利便の良い申請地を譲り受けるものです。 

  

       番号４、地区 榊原、受人     、面積 ７，１２６㎡、渡人     、

面積 １，７０２㎡、申請地 榊原町五味    、台帳地目・現況地目とも

田、面積 １，３２９㎡。 

       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の要望

により、申請地を譲り受けるものです。 

  

       番号５、地区 川合、受人     、面積 ２０８，６９０．９１㎡、渡

人     、面積 ３，５６１．２５㎡、申請地 一志町小山鳥居ノ本   

  、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ４６８㎡。 

       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６、地区 八知、受人     、面積 ４，２８８㎡、渡人     、

面積２，５１１㎡、申請地 美杉町八知柳笠    、台帳地目・現況地目と

も畑、面積 ４０６㎡。 

       これにつきましては、受人は、遠方のため営農縮小する渡人から、耕作利便

の良い申請地を譲り受けるものです。 

       なお、この地区の下限面積は、３，０００㎡となっております。 

  

       番号７、地区 下之川、受人      、面積 ４，８５６．８７㎡、渡

人    、面積 ５，０４２㎡、申請地 美杉町下之川向田   、台帳地

目・現況地目とも田、面積 １，００６㎡ 外１筆、合計面積 １，１７１㎡。 

       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８、地区 下之川、受人     、面積 ０㎡、渡人     、面

積 ３８２㎡、申請地 美杉町下之川中津    、台帳地目・現況地目とも

畑、面積 ３１㎡ 外１筆、合計面積 ３８２㎡。 

       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、空き家取得に伴い新規営農するものです。 

       なお、この地区の下限面積は、空き家と同時取得の場合、１００㎡となって

おります。 

       

       以上、合計件数は８件、合計面積は８，０６１㎡で、その内訳は、田が６，

５４１㎡、畑が１，４２１㎡、その他が原野で９９㎡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。 
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       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。 

 

田口委員   ６番 田口です。６日に現地を見てまいりました。諸戸さんと、森さんと、

中野さん、地元推進委員と見てまいりました。１番は事務局説明通りで何ら問

題ないと思います。２番も事務局説明通りでございます。何ら問題ないと思い

ます。よろしくお願いします。 

 

議  長   ３番、４番お願いします。 

 

森 委 員   ７番 森です。３番、４番、３月６日、諸戸部会長、中野さん、地元推進委

員と現地を確認してきました。現地は    から北へ１００メートルぐらい

のところです。何も問題ないと思います。事務局の説明通りです。４番、現場

は    の交差点から    方面に２００メートルほど行った所。道の右

側の田んぼです。現地を確認して何の問題もありませんでした。事務局の説明

通りです。 

 

議  長   ５番お願いします。 

 

前田委員   ２４番 前田です。３月６日に守山会長、宮本委員、私、地元推進委員、事

務局と見てきました。現地は畑で、何の問題もありません。よろしくお願いし

ます。 

 

議  長   ６番から８番お願いします。 

 

結城委員   １８番 結城です。６番は、６日に地元推進委員、事務局とで現地を確認致

しました。渡人は遠方で管理ができないということで、隣地で近くにいる受人

に農地の管理をしてもらうということです。７番、下之川も６日に地元推進委

員と事務局で現地を確認致しました。渡人は平成２２年頃から受人に耕作をし

てもらっていましたが、今般、譲ってほしいという話があり、譲り渡すという

ことです。受人は農業のやる気のある方で、営農を拡大するということで、何

も問題ありません。８番も同じ日に現地を確認致しました。渡人は遠方に住ま

いをすることから管理が難しいので譲り渡したい。受人は空き家の近くに位置

しておる土地なので、その古民家とともに受けることに合意したとのことです。

空き家バンクの対象です。以上です。 

 

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１号について、これにご異議ございませんか。 
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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取消願につ

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   ７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取消願についてでござい

ます。 

  

       番号１、地区 下之川、申請人     、申請地 美杉町下之川新宮山  

   、台帳地目・現況地目とも田、面積 ６４７㎡ 外１筆、合計面積 １，

７１３㎡。 

       これにつきましては、申請地を植林することを目的に、平成２９年９月１５

日付けにて許可を受けましたが、転用目的の変更及び売買のため、許可の取消

願いが提出されております。 

       なお、当該申請地については、議案第４号 番号２０において、今回改めて、

農地法第５条第１項の許可申請（所有権移転）が提出されております。 

  

       以上、件数は１件 面積は畑で１，７１３㎡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たいと思いま

す。 

 

結城委員   １８番 結城です。事務局の説明通り、転用目的の変更です。 

 

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。 
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       事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ８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 川合、申請者     、申請地 一志町小山新出    、

台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積２３４㎡ 外１筆、合計面積 ２９３㎡。 

       これにつきましては、申請地を車庫用地・庭用地進入路用地とするものです。 

       平成１３年ごろ、車庫を新築した際に５０年前ごろからあった進入路を整備

し直し、３年ほど前に庭なども整備し直し、以降現在の用途で利用している旨

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２、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 畑、現況地目 山林、面積 １９１㎡ 外２筆、合計面

積 ５６７㎡。 

       これにつきましては、申請地を植林とするものです。 

       申請人が相続する以前、平成１６年３月ごろ植林し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 下之川、申請者     、申請地 美杉町下之川中津   

  、台帳地目 畑、現況地目 雑種地、面積 １１１㎡。 

       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。 

       申請人が相続する以前、昭和４０年ごろ隣地の屋敷の駐車場として整備し、

以降現在の用途で利用している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。 

  

       以上、合計件数は３件、合計面積は畑で９７１㎡でございます。 

       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たいと思いま

す。 

       １番お願いします。 

 

前田委員   ２４番 前田です。３月６日に守山会長と、宮本委員、私、地元推進委員、

事務局と現場を確認して参りました。事務局から説明があったとおりです。何

ら問題ないと思います。 

 

議  長   ２番、３番。 

 

結城委員   １８番 結城です。６日の日に地元推進委員と事務局とで現地を確認致しま
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した。平成１６年３月頃から先代が無許可でヒノキを植林したことから、始末

書を添付しております。よろしくお願いします。３番も同じ日に現地確認を致

しました。昭和４４年頃から自家用車用の駐車場として利用してきたものです。

始末書、写真を添付されております。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、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）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 久居野村

町権田    、台帳地目 原野、現況地目 畑、面積 ８００㎡ 外７筆、

合計面積 ４，９８５㎡。 

       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、医療用運動施設用地とするものです。 

       申請者が経営する    は、整形外科、スポーツ整形クリニックとして、

スポーツ医療、リハビリ、メディカルフィットネスなどのスポーツに関連した

医療事業を展開しています。 

       今回の計画は、現在、申請人が隣地で経営する医療施設、    の駐車場

が慢性的不足しているため、今後の事業拡大に伴い、従業員用駐車場を拡張・

増設するとともに、スポーツ選手の医療サポートをするにあたり、本格的な医

療用運動施設が必要となったため、これらの施設を整備しようとするものです。 

       具体的には、申請地全体面積４，９８５㎡を、駐車場６５０㎡、３２台分、

自動車用通路６２０㎡、野球用バッティングゲージ５５０㎡、陸上用タータン

６００㎡、芝生グラウンド１５００㎡、陸上用グラウンド９７０㎡、道路後退

部分９５㎡とするものです。 

       農地区分は、申請地は    から約７２０ｍに位置し、    から半径

５００ｍの円で囲まれる区域の面積に占める宅地の面積の割合が４０％を超え

ており、申請地まで半径を延長してもなお、４０％を超えるため、第２種農地

と判断されます。 
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       なお、当案件につきましては、３月１１日開催の第４８回常設審議委員会に

付託され、諮問事項については適切と認められた答申を得ております。 

   

       番号２、地区 久居、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 久居北口町駒走り    、台帳地目 宅地、現況

地目 畑、面積 ３３０．６３㎡。 

       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。 

       申請地は、産業廃棄物処理業を営む受人の事業所の隣地であり、事業所敷地

に接続されることで、車両運行の利便性を高めるとともに、駐車場不足により

新たに１４台分の駐車スペースを確保するものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号３、地区 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 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、２１４．００㎡、パネルの設置率は、転用面積の５４．

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４、地区 栗葉、受人     、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 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

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、４６９．４４㎡、パネルの設置率は、転用面積の４４．

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５、地区 波瀬、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 一志町波瀬十王寺    、台帳地目・現況地目と

も畑、面積 １，０２７㎡。 

       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５８．

２％になります。 

       農地区分は、第３種農地と判断されます。 

  

       番号６、地区 波瀬、受人      株式会社 代表取締役     、

渡人      外２名、申請地 一志町波瀬若杣    、台帳地目・現況

地目とも畑、面積 ２１４㎡ 外２筆、合計面積 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、２９５．２０㎡、パネルの設置率は、転用面積の３９．

６％になりますが、フェンスを境界から３０ｃｍ以上控えて設置する計画で、
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控える面積を除いた有効設置面積７１３．５㎡に対する設置率は４１．１％と

なり、計画全体として申請地を太陽光発電施設用地と供することが確認できま

す。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号７、地区 波瀬、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 一志町波瀬岩ノ谷    、台帳地目・現況地目と

も田、面積 ５６５㎡ 外２筆、合計面積 １，５０３㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地をビオト

ープ整備用地とするものです。 

       申請者は、申請地周辺の山林を大規模な太陽光発電施設とする「    」

を計画しています。当該事業が三重県環境影響評価条例の対象事業に該当する

ことから環境影響評価が実施され、生息が確認された希少野生動植物の保護対

策として、動植物の個体の移設・移植、生息・生育環境の創出を講じることが

示されたことにより、ため池や湿地環境を設けるビオトープ用地として整備す

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 川合、受人     、渡人     、申請地 一志町小

山鳥居ノ本    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 １７５㎡ 外１筆、

合計面積 ４５５㎡。 

       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

尻ノラタ    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ２３４㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を農業用

倉庫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１０、地区 川口、受人     、渡人     、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 ３８㎡。 

       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。 

       申請地の隣地は既に駐車場用地として転用許可が出ており、申請地は、隣地

と一体利用するもので、利用形態から同時に許可申請をすべきであったものの、

申請漏れとなっていた土地です。令和元年９月に、砕石の一時保管場所として

利用し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１１、地区 川口、受人     、渡人     、申請地 白山町

川口市場    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ２３１㎡ 外３筆、合

計面積 ９３３㎡。 

       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、４４９．８８㎡、パネルの設置率は、転用面積の４８．

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１２、地区 大三、受人     、渡人     、申請地 白山町

二本木中野田    、台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積 ４０６㎡。 

       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・倉庫用地・ジャム加工場用地とするものです。 

       申請地については、大部分を既に現在の用途で利用している旨の始末書の提

出あります。今後、ジャム加工場の裏手を埋立て、加工作業に付随するパレッ

ト置場等に利用する計画です。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号１３、地区 大三、受人      株式会社 代表取締役     、

渡人     、申請地 白山町二本木向下    、台帳地目・現況地目と

も畑、面積 ４３９㎡。 

       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、２６３．６４㎡、パネルの設置率は、転用面積の６０％

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 倭、受人     、渡人     、申請地 白山町佐

田向イ    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ７７３㎡。 

       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、３７１．６４㎡、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１５、地区 竹原、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 美杉町竹原上垣内    、台帳地目・現況地目と

も田、面積 ３６０㎡ 外１筆、合計面積 １，４１９㎡。 

       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、６４２．６㎡、パネルの設置率は、転用面積の４５．３％

になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

   

       番号１６、地区 八知、受人     、渡人     、申請地 美杉町

八知釜淵    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ３３８㎡ 外１筆、合

計面積 ９３２㎡。 

       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。 



12 

 

       パネル設置面積は、５２８．１２㎡、パネルの設置率は、転用面積の５６．

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１７、地区 八知、受人     、渡人     、申請地 美杉町

八知奥林    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ３７９㎡ 外１筆、合

計面積 １，０５３㎡。 

       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、５２８．１２㎡、申請地の隣地の山林および原野を利用

するため、計画全体の公簿面積１，４５９㎡に対して、パネル設置率は３６．

２％となりますが、南側の山林による影回避のため、山林および原野は一部の

利用であり、パネルの配置については申請地部分でパネルの８５％程度の枚数

を設置する計画です。申請地の公簿面積に対するパネル設置率は４２．２％と

なることが確認でき、計画全体として、申請地を太陽光発電施設用地に供する

ことが認められます。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号１８、地区 太郎生、受人     、渡人     、申請地 美杉

町太郎生茶屋垣内    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 １６１㎡ 外

１筆、合計面積 ４２５㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を住宅敷

地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１９、地区 下多気、受人 株式会社      代表取締役     

 、渡人      外１名、申請地 美杉町下多気漆    、台帳地目・

現況地目とも田、面積 ７２２㎡ 外１筆、合計面積 ８７３㎡。 

       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、４８２．４㎡、パネルの設置率は、転用面積の５５．３％

になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号２０、地区 下之川、受人 株式会社      代表取締役     

 、渡人     、申請地 美杉町下之川新宮山    、台帳地目・現況

地目とも田、面積 ６４７㎡ 外２筆、合計面積 １，７５５㎡。 

       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、５４２．８２㎡、パネルの設置率は、南側住宅への反射

光の影響回避および家屋からの影回避のため未設置となる面積５８８㎡を除い

た有効面積１，１６７㎡に対して、転用面積の４６．５％になります。 

       未設置となる部分については、メンテナンス時作業用スペースとして活用さ

れることから、計画全体として、太陽光発電施設用地として供することが確認

できます。 
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       農地区分は、第３種農地と判断されます。 

  

       以上、件数は２０件、合計面積は１９，７８５．６３㎡、このうち田が８，

１８４㎡、畑が９，７８８．００㎡、その他が原野と宅地で１，８１３．６３

㎡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。 

       １番、２番お願いします。 

 

田口委員   ６番 田口です。事務局の説明通りです。３月６日に守山会長、諸戸部会長、

私、地元推進委員と見て参りました。    が施設拡大するということで、

住宅が周りにあるので、夜間の照明をどうするか、ということですが、照明は

つけない、ということで何ら問題ないと思います。 

       ２番は    の信号を西へ３００メートルほど行った所で、何ら問題ない

と思います。 

 

議  長   ３番、４番お願いします。 

 

森 委 員   ７番 森です。３月６日に諸戸部会長、田口さん、中野さん、地元推進委員

と現地の調査に行って参りました。現場は    から東へ３００メートル行

ったところ。以前からのソーラー施設の増設です。何ら問題ないと思います。

よろしくお願いします。 

       ４番は    から南へ３００メートル行ったところ。これもソーラーの施

設で、事務局の説明通りです。何の問題も無いと思います。よろしくお願いし

ます。 

 

議  長   ５番から７番までお願いします。 

 

宮本委員   １４番 宮本です。３月６日に守山会長、前田委員、地元推進委員、立ち会

いの下で確認して参りました。何の問題も無いと思います。 

       ６番も同じ日に、守山会長、前田委員、地元推進委員、立ち会いの下で確認

して参りました。 

       ７番もビオトープの関連で、事務局説明通りです。何ら問題ないと思います。

よろしくお願いします。 

 

議  長   ８番、９番お願いします。 

 

前田委員   ２４番 前田です。３月６日に守山会長と宮本委員と私、地元推進委員の方

と確認致しました。周辺は住宅地でありまして、事務局の説明通りです。何ら

問題ないと思います。 
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       ９番の高岡の物件は、６日に守山会長と宮本委員と私、地元推進委員と見て

参りました。周辺は畑の中で、農業倉庫を建てるということで、事務局の説明

通りです。何ら問題ないと思います。よろしくお願いします。 

 

議  長   １０番から１４番お願いします。 

 

中谷委員   １６番 中谷です。１０番は、３月６日に、西森委員、中谷委員と地元推進

委員と事務局で確認して参りました。場所は    の近くにあります。申請

漏れがあったのを申請してもらいました。何ら問題ないと思います。 

       １１番も、西森委員、中谷委員と地元推進委員と事務局で確認して参りまし

た。場所は    の南２００メートルぐらいの、交差点のところです。この

あたりは田んぼを作っていない方ばかりでして、太陽光発電も仕方が無いかな

あということです。何ら問題は無いと思います。 

       １２番は    のイチゴハウスの直ぐ横になります。現在、ジャム工場と

して稼働している模様で、事務局の説明通り何ら問題ないかと思います。 

       １３番ですが、同じ日に西森委員、中谷委員と地元推進委員と事務局で確認

しました。場所は    の南東７００メートルぐらいの在所の中。以前にす

ぐ近くで太陽光の申請がありまして、それが中止になったため、行政書士の方

に、本当に大丈夫かと事務局から確認を取ってもらいました。業者と自治会の

話し合いでは、許可は得ていないようで、申請をどうするかということですが、

違反ではないので、そのまま工事を進めるということでした。 

１４番、倭ですが、場所は東隣が空き地になって、イノシシやシカの住み処

になるほど荒れておりました。太陽光になれば少しでも獣害が減るのではない

かと思える場所でした。何ら問題ないかと思います。よろしくお願いします。 

 

議  長   １５番から２０番お願いします。 

 

結城委員   １８番 結城です。１５番、６日に地元推進委員と事務局で現地を確認致し

ました。土地の有効利用を図り、太陽光発電施設を設置したいということです。 

       １６番も同じ日に、地元推進委員と事務局で現地を確認致しました。渡人か

ら受人に所有権を移転し、受人が太陽光発電施設を設置したいということです。 

       １７番も同じ地元推進委員と事務局で現地を確認致しました。渡人から受人

に所有権を移転し、受人が太陽光発電施設を設置したいということです。   

  は同じ一体利用をしたいという予定です。 

       １８番は地元推進委員と事務局で現地を確認致しました。受人は    の

制作販売をするため申請地を購入し、渡人は遠方のため耕作不能で売却したい

ということです。 

       １９番は地元推進委員と事務局で現地を確認致しました。渡人は耕作の意志

がないので売却し、受人は太陽光発電を設置したいということです。 

       下之川の２０番は４条を、５条に変更して申請されました。６日に会長、部

会長、事務局、代理人で現地を確認致しました。当該地を耕作することが無く

なったので太陽光発電を設置したいということです。ここも、荒れ地ばかりで、

農地には難しい所です。以上、よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございました。地元委員より説明がございましたが、皆さんのご
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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   １２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 高岡、借人 有限会社      取締役     、貸

人     、申請地 一志町日置西治    、台帳地目・現況地目とも畑、

面積 ３８０㎡。 

       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、

申請地を駐車場用地とするものです。 

       現在、借人は貸人の所有地の一部を農作業者及び従業員通勤者の駐車場とし

て利用しているものの、事業拡大に伴い手狭となってきたことから、借人の事

業所から約５５ｍほどに位置している申請地を、従業員通勤者用駐車場として、

１０台分の駐車スペースを確保するものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       以上、件数は１件、合計面積は畑で３８０㎡でございます。 

       以上の案件につきましては、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。地元委員のご意見をお伺いしたいと思います。 

 

前田委員   ２４番 前田です。３月６日に現地を確認致しました。会長、宮本委員、私、

事務局、地元推進委員と現地を確認しました。現状については事務局の説明通

りです。何ら問題ないと思います。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。 
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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   １３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 川合、借人     、貸人     、申請地 一志町片

野内山    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ３２１㎡。 

       これにつきましては、借人は、貸人との間に永久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。 

  

       番号２、地区 倭、受人     、渡人     、申請地 白山町南出

西兵司    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ２９０㎡。 

       これにつきましては、借人は、貸人との間に３０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２件、合計面積は６１１㎡で、このうち田が２９０㎡、畑が３

２１㎡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。 

 

前田委員   ２４番 前田です。３月６日に会長、宮本委員、私、地元推進委員と事務局

とで現地を確認致しました。周辺全部住宅地になっておりまして、何ら問題が

無いかと思います。よろしくお願いします。 
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議  長   ２番お願いします。 

 

中谷委員   １６番 中谷です。３月６日に西森、中谷両委員と、地元推進委員と事務局

で現地を確認致してまいりました。場所は    の西９５０メートルほどの

所です。息子さんが住宅地を建てるということで、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、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   １４ページから１５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 久居、願出者     、申請地 久居西鷹跡町    、

台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積 ４０２㎡。 

       これにつきましては、家屋登記全部事項証明書により、申請地に昭和５０年

に居宅を建築し、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。 

   

       番号２から番号８については、関連しておりますので、まとめて説明させて

いただきます。 

       番号２、地区 久居、願出者     、申請地 久居明神町柏尾    、

台帳地目 畑、現況地目 山林、面積 ９１２㎡ 外１０筆、合計面積 ４，

３８７㎡。 

  

       番号３、地区 久居、願出者     、申請地 久居明神町柏尾    、

台帳地目 畑、現況地目 山林、面積 ３７３㎡ 外１筆、合計面積 ５７４

㎡。 

  

       番号４、地区 久居、願出者     、申請地 久居明神町柏尾    、
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台帳地目 畑、現況地目 山林、面積 １５８㎡ 外１筆、合計面積２６０㎡。 

  

       番号５、地区 久居、願出者     、申請地 久居明神町柏尾    、

台帳地目 畑、現況地目 山林、面積 １６１㎡。 

  

       番号６、地区 久居、願出者     、申請地 久居明神町柏尾    、

台帳地目 畑、現況地目 山林、面積 ２０８㎡。 

  

       番号７、地区 久居、願出者     、申請地 久居明神町コボレ山   

  、台帳地目 畑、現況地目 山林、面積 １，０４４㎡。 

  

       番号８、地区 久居、願出者     、申請地 久居明神町コボレ山   

  、台帳地目 畑、現況地目 山林、面積 ５２２㎡。 

  

       これらにつきましては、空中写真撮影記録証明書（撮影年月日 平成４年１

０月２２日）により、申請地は平成４年以前から山林化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８件、合計面積は畑で７，５５８㎡でございます。 

  

       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たいと思いま

す。 

       １番からお願いします。 

 

田口委員   ６番 田口です。３月６日に現地を確認致しました。 

       １番は、諸戸委員、中野委員、森委員、地元推進委員、事務局と見て参りま

した。これは    のすぐ近くですので、何ら問題ないと思います。 

       ２番から８番については、里山の関係でやっておる所です。    から５

００メートルほどの所。放っておいたら山林で、人の出入りもできないところ

ですけど、きれいに雑草刈ったり、立ち木をきったり、きれいになっていると

ころです。これからもきれいにしてくれると思います。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、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＞  
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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。 

   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９８，９４０㎡、

畑の賃貸借、使用貸借で８，３３４㎡、契約件数は３１件でございます。 

       一志地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で１０，９３３㎡、畑の使

用貸借で１，９２９㎡、契約件数は４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４３３，９７７㎡、畑の

使用貸借で６９４㎡、契約件数は１２３件でございます。 

       美杉地区につきましては、田の賃貸借で２，２２３㎡、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５４６，０７３㎡、

畑の集積が、賃貸借、使用貸借を合わせて１０，９５７㎡、合計契約件数は１

５９件、合計面積は５５７，０３０㎡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１件、白山地区

で６９件で合計８１件、合計面積は２８，８３９㎡でございます。 

       なお、認定農業者への集積率は、件数で５０．９％、面積で５２％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。ご配慮のほど、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５５から審議させていただきます。 

 

議  長       委員、一時退室をお願いします。 
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       ＜ 退 室 ＞ 

 

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。 

 

議  長   入室願います。 

 

       ＜ 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、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３回第２農地部会を閉会します。 

 

午後３時４分 

上記は、第３回第２農地部会の議事を録したものである。 

 

  令和２年３月１６日 

 

                     議事録署名者              

 

 

 

                     議事録署名者              


