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第 ８ 回 第 １ 農 地 部 会 議 事 録

日      時  平成２４年８月２１日（木）午前１０時００分

場      所  津市安濃庁舎 ２階会議室１・２

出 席 部 会 委 員  2野田
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以上１６名

欠 席 委 員  14 清水文兵衛 

出席部会員外委員  会長 野田 悟

議      長  第１農地部会長 伊藤 征一

事 務 局 職 員  飯田事務局長・草深次長・竹田主事

総 合 支 所  河芸：服部主査 美里：谷川主査 安濃：紀平主査

          芸濃：後藤副主幹 香良洲：東山主査

議 事 録 署 名 者  11 後藤
ごと う

  勝
かつ

・17牧野
まき の

 礼
れい

吉
きち

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（使用貸借）

 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（農業委員会許可・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（農業委員会許可）

 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（農業委員会許可・賃貸

       借権）

 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（農業委員会許可・使用

       貸借）

 議案第５号 買受適格証明願（公売）について

 議案第６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８回第１農地部会を開会させていただきます。

 本日の欠席は、１名で、出席委員は１６名で、本部会は成立いたします。

名       それでは、議事録署名者を私のほうから指名をいたします。

       １１番、後藤さん、１７番、牧野さん。よろしくお願いします。

       まず初めに、会長の専決報告に入ります。報告第１号から第６号までは事務

局から一括して報告をお願いいたします。

事務局    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。

       件数は１件、合計面積５，３８８㎡で、その内訳は、田が４，４１０㎡、畑

が９７８㎡でございます。

       これにつきましては、農用地利用権設定を、貸し人、借り人の双方の合意に

基づき、解約をいたしたものであります。

       ２ページから３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。

       これらにつきましては、相続の届け出によるものでございまして、件数は２

件、合計面積は２２，０２５．６１㎡、内訳といたしましては、田が

２０，０２３㎡、畑が２，００２．６１㎡でございます。

       いずれの案件もあっせん等の希望はございません。

       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７号の規定による届出についてでござい

ます。

       番号１、地区 白塚、届出者     、届出地 白塚町泥   番、台帳

地目 畑、現況地目 雑種地、面積 ４２９㎡。

       これにつきましては、届出者は２０年ほど前より届出地を耕作できず、近所

の人が車を停めたいと希望したので、１６台分の駐車場としてしまったもので

す。始末書の提出がありますので、追認しようとするものでございます。

       番号２、地区 橋北、届出者     、届出地 江戸橋２丁目   番、

台帳地目 畑、現況地目 雑種地、面積 １，４１１㎡。

       これにつきましては、平成１２年３月頃、届出地を共同住宅の入居者用の駐

車場としてしまったものです。始末書の提出がありますので、追認しようとす

るものでございます。

       番号３、地区 神戸、届出者     、届出地 半田口青谷   番、台

帳地目、現況地目とも畑、面積 １１１㎡。

       これにつきましては、届出地を２、３台分の駐車場として造成しようとする

ものです。

       以上、件数は３件、合計面積は１，９５１㎡で、その内訳は畑でございま

す。

       ５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について（所有権

移転）でございます。

番号１、地区 敬和、届出者     、渡人     、届出地
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高洲町   番、台帳地目、現況地目とも畑、面積 １８１㎡。

       これにつきましては、受人は渡人より届出地を譲受け、経営する解体業の業

務用資材置き場として利用しようとするものでございます。

       番号２、地区 藤水、受人     、渡人     、届出地 藤方内浜

田   番、台帳地目 田、現況地目 雑種地、面積 ７６０㎡。

       これにつきましては、平成９年ごろ、付近が宅地化され耕作に適さなくなっ

たため、受人は渡人より届出地を譲り受け、受人が役員を務める会社の駐車場

として利用しているものです。始末書の提出がありますので、追認しようとす

るものでございます。

       番号３、地区 藤水、受人     、渡人     、届出地 垂水法ケ

広   番、台帳地目、現況地目とも畑、面積 ４７㎡。

       これにつきましては、受人は渡人より届出地を譲り受け、経営する不動産業

の資材置き場として利用しようとするものでございます。

       番号４、地区 高茶屋、受人     、渡人     、届出地 高茶屋

５丁目   番、台帳地目、現況地目とも畑、面積 ９４９㎡。

       これにつきましては、受人は渡人より届出地を譲り受け、４区画分の宅地分

譲をしようとするものでございます。

       番号５、地区 高茶屋、受人     、渡人     、届出地 高茶屋

小森町三軒家   番、台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積 １５５㎡。

       これにつきましては、受人の父が既存居宅が手狭になり、叔父である渡人の

届出地に平成１０年６月ごろに増築してしまったもので、このたび所有権を移

転しようとするものです。始末書の提出がありますので、追認しようとするも

のでございます。

       番号６、地区 高茶屋、受人     、渡人     、届出地 高茶屋

小森町向山   番、台帳地目 畑、現況地目 雑種地、面積 ５２８㎡。

       これにつきましては、受人は渡人より届出地を譲り受け、居宅を建築しよう

とするものです。

       番号７、地区 豊津、受人     、渡人     、届出地 河芸町中

別保丸垣内   番、台帳地目畑、現況地目荒畑、面積１２８㎡外１筆で合計

 ２７６㎡。 

これにつきましては、受人は渡人より届出地を譲受け、隣地と一体利用で一

般住宅の建設用地としようとするものです。 

番号８、地区 上野、受人     、渡人     、届出地 河芸町上

野曽角   番、台帳地目畑、現況地目雑種地、面積９６㎡。 

これにつきましては、墓地への進入路がなく不便であったため、平 成２３

年１１月１日に渡し人からの贈与の申し出を受け奥の墓地への進入路として舗

装したものです。 

始末書の提出がありますので、追認しようとするものでございます。 

番号９、地区 香良洲、受人     、渡人     、届出地 香良洲

町新開地   番、台帳地目・現況地目とも畑、面積２７０㎡外１筆で合計

２８９㎡。 

これにつきましては、受人は渡人より届出地を譲受け、木造瓦葺２階建建築

面積１００．２㎡の一般住宅を建設しようとするものです。 

以上、件数は９件で３，２８１㎡、内容は田が７６０㎡、畑が２，５２１㎡

でございます。 
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       ６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（使用賃

貸借）でございます。 

番号１、地区 栗真、借人     、貸人     、届出地 栗真町屋

町根上り   番、台帳地目畑、現況地目宅地、面積１４２㎡。 

これにつきましては、借人は貸人より届出地を使用貸借し、平成２４年５月

１０日に建築面積１１２．５７㎡の一般住宅を建築してしまったもので、始末

書の提出がありますので、追認しようとするものでございます。 

番号２、地区 藤水、借人     、貸人     、届出地 垂水西浦

番、台帳地目・現況地目とも畑、面積５４５㎡。 

これにつきましては、借人は貸人より届出地を使用貸借し、軽量鉄骨２階建

建築面積１１８.７９㎡の一般住宅を建築しようとするものです。 

番号３、地区 高茶屋、借人     、貸人     、届出地 高茶屋

小森町中山   番、台帳地目・現況地目とも畑、面積２４２㎡。 

これにつきましては、借人は、届出地を貸人より使用貸借し、一般住宅を建

築しようとするものです。 

なお、届出地の一部は平成１８年頃、隣地のアパートの駐車場が必要になっ

たため、届出地を使用貸借し駐車場として利用していますが、始末書の提出が

ありますので、追認しようとするものでございます。 

以上件数は３件で９２９㎡、その内訳は畑でございます。 

７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。 

       これにつきましては、番号１、地区 長野、受人     、面積 

１，３５７㎡、渡人     、面積３，５００㎡、申請地 美里町平木

中出   番、地目 畑、面積 ９５㎡、取得年月日 平成２年４月１日。 

       これにつきましては、権利者から事情聴取を行いましたところ、権利者は義

務者より申請地の譲渡を受け、平成２年４月１日より占有して耕作を行ってき

たものです。 

       以上、件数は１件、面積は畑が９５㎡でございます。 

       以上で、説明を終わります。 

議  長   はい、ありがとうございました。 

       ただいま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

いたします。 

       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（農業委員会許

可・所有権移転）事務局の説明をお願いいたします。 

事務局    ８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（農業委員会許

可・所有権移転）でございます。 

       番号１、地区 椋本 受人     、面積３，８６８㎡、 渡

人     、面積１，２７４．９１㎡、申請地 芸濃町椋本新町   番、

台帳地目、現況地目とも田、面積３６㎡外２筆で合計１，１５６㎡。 

       これにつきましては、受人は労働力不足の渡人より申請地を譲り受け、営農

を拡大しようとするものです。 

       番号２、地区 安濃 受人     、面積４０，１３６㎡、渡人   、
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面積３７６㎡、申請地 安濃町安濃杉本    番、台帳地目・現況地目と

も畑、面積３７６㎡。 

       これにつきましては、受人は高齢で労働力不足の渡人より申請地を譲り受

け、自家消費用の菜園としようとするものです。 

       以上、件数は２件で１，５３２㎡、その内訳は、田１，１５６㎡、畑３７６

㎡でございます。 

       いずれの案件も、農業をまじめに行い農機具も保有しており、周辺の農地に

影響もなく、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。地元委員さんの意見を伺います。１番椋本。 

牧野委員   １７番牧野です。この譲渡人の方は、    に住んでおられまして、遠方

でもあることから農作業ができないということでございますので、譲受人が田

を作るということでございましので、別に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   ２番、安濃。 

中林委員   ２４番中林。事務局の説明どおり、高齢化による離農でございますので、許

可して問題ないと思います。 

議  長   はい、ありがとうございました。地元委員さんから異議のない旨の発言がご

ざいました。皆さんいかがでしょうか。 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

議  長   はい、ありがとうございます。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をいたしました。 

       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（農

業委員会許可）事務局の説明をお願いいたします。 

事務局    ９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（農業委員

会許可）でございます。 

番号１、地区  黒田  申請者      、申請地  河芸町三行

橡本    番、台帳地目 畑、現況地目 山林、面積３７３㎡。 

       これにつきましては、平成１６年３月に申請地を購入した時点で、既に竹林

になっていたもので、結局、高台で農機具を入れることもできず、耕作ができ

なかったので放置してしまったものです。今後は竹林として管理しようとする

ものでございます。 

       番号２、申請者     、申請地 芸濃町椋本中町   番、台帳地目

畑、現況地目 雑種地、面積１２５㎡外１筆で、合計面積１７１㎡。 

       これにつきましては、前の所有者が申請地の北側接道部において車両の進入

が困難であるため、その進入路の拡幅を行ったもので、その状態のまま申請者
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が相続したものです。始末書の提出がありますので、追認しようとするもので

ございます。農地区分は第２種農地と判断されます。 

番号３、地区  安西  申請者      、申請地  芸濃町萩野

大土   番、台帳地目 田、現況地目 山林、面積１，０５１㎡。 

       これにつきましては、営農が困難なため、平成９年頃に杉を植林してしまっ

たものです。始末書の提出がありますので、追認しようとするものでございま

す。農地区分は第２種農地と判断されます。 

番号４、地区  河内  申請者      、申請地  芸濃町河内

宝並   番、台帳地目 田、現況地目 山林、面積４９７㎡外２筆で、合計

１，０５５㎡。 

       これにつきましては、獣害被害が多く水利も不便なため、平成１３年３月に

杉を植林してしまったものです。始末書の提出がありますので、追認しようと

するものでございます。農地区分は第２種農地と判断されます。 

以上、件数は４件で２，６５０㎡、その内訳は田が２，１５２㎡、畑が

４９８㎡でございます。 

       いずれの案件も農地法第４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。それでは、１番黒田。 

阪 委員   １３番、阪。現場見たけど、事務局の説明どおり、特に問題はないと思いま

す。よろしく。 

議  長   ２番、椋本。 

牧野委員   １７番牧野です。これは、進入道路がないということで、自動車も裏から入

れており、現在は埋められて、屋敷の一部となっております。事務局の説明ど

おりでございますので、ひとつよろしくお願いいたします。 

議  長   ３番、安西。 

牧野委員   １７番牧野です。これは先般、事務局と会長とで現場を見てもらいました。

もともと天水で、水の出も悪くて、とても田は管理できないということで、植

林し山林になっておりました。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   ４番、河内。 

増地委員   １８番増地です。１０日の日に、会長さん始め事務局の方々に見てもらいま

して、安濃ダムの近くで、周囲は、植林され山林でございまして、農作業でき

る場所でございませんので、どうか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がございました。皆さんいかがでしょ

うか。 
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部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

議  長   はい、ありがとうございます。それでは、異議なしと認め、議案第２号につ

いては許可することに決定をいたします。 

       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（農

業委員会許可・賃貸借権）よろしくお願いいたします。 

事務局    １０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（農業委員

会許可・賃貸借権）でございます。 

       番号１、地区 安濃 借り人     、貸し人     、申請地 安濃

町安濃杉本   番、台帳地目、現況地目とも田、面積３，１２６㎡外１筆

で、合計面積６，１７５㎡。 

       これにつきましては、借り人は貸し人より申請地を賃貸借し、平成２５年４

月３０日までの間、砂利採取を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１件で６，１７５㎡、その内容は田でございます。 

       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   はい、ありがとう。事務局の説明が終わりました。地元委員さんの意見をお

伺いいたします。 

中林委員   ２４番中林。本件は説明どおり砂利採取に伴う一時転用の許可申請でありま

して、業者もこれまでの実績から見て信用できる業者でもありますし、この申

請については許可すべきものと考えます。よろしくお願いします。 

議  長   地元委員さんからは異議のない旨の発言がございました。皆さん、いかがで

ございましょうか。 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

議  長   はい、ありがとうございます。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をいたしました。 

       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（農

業委員会許可・使用貸借）よろしく事務局説明お願いいたします。 

事務局    １１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（農業委員

会許可・使用貸借）でございます。 

       番号１、地区 椋本 借り人     、貸し人     、申請地 芸濃

町椋本追上   番、台帳地目、現況地目とも畑、面積１７６㎡。 

       これにつきましては、借り人は家族もふえて、現住宅では手狭となってきま

したので、貸し人より申請地を使用貸借し、建築面積５８．９５㎡の一般住宅

１棟を建築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１件で１７６㎡、その内容は田と畑でございます。 
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       いずれの案件も農地法第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   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

んの意見を伺います。椋本。 

牧野委員   １７番牧野です。これは、息子さんがお父さんの土地を借りて家を建てると

いうことで、事務局の説明どおりでございます。ひとつよろしくお願いをいた

します。 

議  長   はい、ありがとうございました。地元委員さんからは異議のない旨の発言が

ございました。皆さんいかがでしょうか。 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

議  長   はい。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

定をいたします。 

       次に、議案第５号 買受適格証明願いについて、事務局の説明をお願いいた

します。 

事務局    １２ページをお願いします。 

       議案第５号 買受適格証明願い（公売）についてでございます。 

       番号１、地区 村主 公売対象農地 安濃町川西西出   番、台帳地目、

現況地目とも畑、面積９５㎡、申請人     、面積６，０１３㎡。 

       これにつきましては、津税務署による公売に参加するための買受適格証明で

ございまして、あわせて農地法第３条の規定による許可申請（農業委員会許

可・所有権移）について、許可を得ようとするものです。 

       以上、件数は１件で９５㎡、その内容は田でございます。 

       農業をまじめに行い農機具も保有しており、周辺の農地に影響もなく、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。 

       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

んの意見を伺います。 

清水委員   ２３番清水です。この場所は、    の前でございまして、この間も現地

確認をしてきましたし、きれいにもう耕作してもらってあるんで、何の問題も

ないと思います。よろしくお願いします。 

議  長   はい。地元委員さんからは異議のない旨の発言がございました。皆さんいか

がでしょうか。 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 



9

議  長   はい、ありがとうございます。それでは、異議なしと認め、議案第５号につ

いては証明することに決定をいたします。 

次に、別紙でお配りしました議案第６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、事務局より説明をお願いい

たします。 

事務局    議案第６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。 

       別冊の津市農用地利用集積計画をお願いいたします。 

       表紙を１枚めくっていただきたいと思います。 

       まず、各地区別に一番下の合計欄で説明いたします。 

       津地区につきましては、田の賃貸借が４，０３３㎡で、畑の使用貸借が 

９，７３０㎡で、件数は３件でございます。 

       河芸地区につきましては、田の賃貸借が９，４８３㎡で、件数は８件でござ

います。 

       安濃地区につきましては、田の賃貸借が１５，６３３㎡で、件数は４件でご

ざいます。 

       芸濃地区につきましては、田の賃貸借が４，０５０㎡で、件数は１件でござ

います。 

       美里地区につきましては、田の賃貸借が４，１１６㎡で、件数は１件でござ

います。 

       香良洲地区につきましては、畑の使用貸借が５，２５６㎡で、件数は１件で

ございます。 

       以上、合計で田の集積が賃貸借と使用貸借を合わせて４２，５７１㎡で、畑

の使用貸借が９，７３０㎡、総合計は１８件５２，３０１㎡となっておりま

す。 

       なお、認定農業者への集積状況は６件で２３，７１６㎡となっております。 

       なお、内訳は計画の概要のとおりでございます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 

議  長   ありがとうございます。

       皆さん、いかがでございましょうか。

部会委員  ＜一同 異議なし＞

議  長   はい、ありがとうございました。それでは、議案第６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は適正である

と認め、市長に進達することにいたします。 

これで本会に付議されました案件の審議をすべて終了いたしました。 

以上で第８回第１農地部会を終了いたします。 
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午前１０時３０分 

上記は、第８回第１農地部会の議事を録したものである。

  平成２４年８月２１日

                       議  長             

                       出席委員             

                      出席委員             


