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第 １０ 回 第 ２ 農 地 部 会 議 事 録

日      時  平成２４年１０月１８日（木）午後２時００分

場      所  津市白山庁舎 ２階 ２０５会議室

出 席 部 会 委 員  25大井
おお い

 一司
かず し

・26笠井
かさ い

 克己
かつ み

・27鈴木
すず き

 照
てる

正
まさ

・28田口
たぐ ち

 慶則
よしのり

29堀川
ほりかわ

 忠
ただ

重
しげ

・30諸戸
もろ と

 善
よし

昭
あき

・31田中
たな か

 竹
たけ

次
つぐ

・33守山
もりやま

 孝之
たかゆき

35池田
いけ だ

 昌司
まさ し

・36森田
もり た

 正孝
まさたか

・37赤堀
あかほり

 嘉夫
よし お

・39萩野
はぎ の

 忠司
ただ し

40向田
むかいだ

 忠
ただ

美
み

・48渡邊
わたなべ

 晃一
てるかず

                                    以上１４名

欠 席 部 会 委 員  会長野田 悟・38中川 和雄・42片岡 眞郁

出席部会員外委員  34浅井 競

議      長  第２農地部会長 諸戸 善昭

事 務 局 職 員  飯田事務局長・市川調整担当参事・中西担当副主幹

総 合 支 所  久居：加賀主査 一志：片山担当主幹 白山：木下担当副主幹

          美杉：松永主査

議 事 録 署 名 者  28田口
たぐ ち

 慶則
よしのり

・40向田
むかいだ

 忠
ただ

美
み

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 買受適格証明願（競売）について

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の取消について（農業委員会許可・

      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（農業委員会許可・

      賃貸借権）

議案第５号 非農地証明願について

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＞

議   事   の   大   要
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議  長   それでは、第１０回第２農地部会を開会させていただきます。 

       きょう、欠席いただいているのは、野田会長と、それと片岡委員、中川委員、

３名ですので、よろしくお願いします。 

       本日、議事録署名委員を指名させていただきますので、よろしくお願いしま

す。 

       ２８番 田口委員、４０番 向田委員、ご両人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、先ほど事務局長より説明があ

りましたとおりですので、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入ります。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願います。 

事 務 局   失礼します。 

       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、地区 久居、借り人    、貸し人    、申請地 川方町城

ノ越    番、台帳地目・現況地目とも田、面積４９５㎡、外１０筆で、合

計面積５，３０１㎡。 

       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。 

       そのほか、２番から４番についても、同じく利用権設定を合意解約したもの

であります。 

       以上、件数は４件で、１２，８４６㎡。その内容は田でございます。 

       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。 

       番号１、地区 久居、届出者    、届出地 新家町落合    番、台

帳地目・現況地目とも畑、面積５６８㎡、外１５筆で、合計１５，９７３㎡。

取得年月日 平成２３年９月２９日、取得事由は、    からの相続で、あ

っせん等の希望はございません。 

       番号２、地区 久居、届出者    、届出地 新家町下松ノ中    番、

台帳地目 畑、現況地目 田、面積２０４㎡、外１筆で、合計１，３９０㎡。

取得年月日 平成２３年２月６日、取得事由は、    からの相続で、あっ

せん等の希望はございません。 

番号３、地区 榊原、届出者    、届出地 榊原町合ケ山    番、

台帳地目 畑、現況地目 山林、面積１，２７６㎡、外１１筆で、合計 

６，１００㎡、取得年月日は平成２４年５月２日、取得事由は、松田 利美か

らの相続で、あっせん等の希望はございません。 

       番号４、地区 波瀬、届出者    、届出地 一志町波瀬井ノ口    番、

台帳地目 田、現況地目 畑、面積 ４９９㎡、外９筆で、合計６，２８２㎡、

取得年月日は平成２３年２月１３日、取得事由は、    からの相続で、あ

っせん等の希望はございません。 

       番号５、地区 大三、届出者    、届出地 白山町二本木市川原    、

台帳地目・現況地目とも畑、面積８６２㎡、外６筆で、合計１１，４８６㎡、

取得年月日は平成２４年６月２２日、取得事由は、    からの相続で、あ
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っせん等の希望はございません。 

       以上、件数は５件で、４１，２３１㎡、内容は田３２，２０６㎡、畑 

９，０２５㎡でございます。 

       恐れ入ります、６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 久居、届出者    、届出地 牧町北浦    番、台帳

地目 畑、現況地目 雑種地、面積２０１㎡、外１筆で、合計２０８．０１㎡。

       これにつきましては、届出者は届出地において貸し駐車場用地として整備し

ようとするものでございます。 

       市街化区域であり、また届出に係る要件を具備していますことから、届け出

を受理いたしましたものです。 

       報告第３号は、以上１件で、２０８．０１㎡、内容は畑でございます。 

       恐れ入ります、７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 久居、譲受人    、譲渡人    、申請地 久居新町

番、台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積４９㎡。 

       これにつきましては、申請地には、昭和３４年３月ごろから、譲渡人の住宅

敷地の一部として一体利用されてきてしてしまったものでありますが、市街化

区域内であり、始末書の提出もありますことから追認しましたものでございま

す。 

       番号２、地区 久居、譲受人    、譲渡人    、申請地 久居射場

町    番、台帳地目・現況地目とも畑、面積 １６５㎡。 

       これにつきましては、譲受人は、譲渡人より当該土地を譲り受け、駐車場用

地及び進入用道路用地として整備しようとするものであります。 

       以上、件数は２件で、２１４㎡、内容は畑でございます。 

       恐れ入ります、８ページをお願いいたします。 

       報告第５号 買受適格証明願についてでございます。 

       番号１、地区 久居、競売対象農地 戸木町庵山    番、台帳地目 畑、

現況地目 山林、面積２，３４１㎡、願出人    。 

       これにつきましては、津地方裁判所による担保不動産競売への参加に必要な

買受適格証明願でございます。 

       以上、件数は１件で２，３４１㎡、その内容は畑でございます。 

       当該案件につきましては、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。 

       恐れ入ります、９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、地区 久居、譲受人    、譲渡人    、面積６，１０１㎡、

申請地 戸木町北興    番、地目 田、面積１２６㎡、外２筆で、合計 

９１８㎡、取得年月日 平成３年１１月１日。 

       これにつきましては、申請地は平成３年１１月１日、譲渡人から譲り受け、

以来、田として耕作を営んできたものでございます。 

       番号２、地区 栗葉、譲受人    、譲渡人    、面積４７７㎡、申

請地 庄田町谷口    番、地目 畑、面積６６㎡、取得年月日 昭和５９

年５月２０日。 
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       これにつきましては、申請地は昭和５９年５月２０日、譲渡人から譲り受け、

以来、畑として耕作を営んできたものでございます。 

       以上、件数は２件で、９８４㎡、内容は田９１８㎡、畑６６㎡でございます。

       以上で報告案件の説明を終わります。 

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、よろしくお願いいたします。 

       次に、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（農業委員会許可・

所有権移転）を議題とします。事務局、説明願います。 

事 務 局   失礼します。 

       １０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（農業委員会許

可・所有権移転）でございます。 

番号１、地区 久居、譲受人    、面積６，４０５㎡、譲渡人    、

面積１１，３４８㎡、申請地 川方町中通り    番、台帳地目・現況地目

とも田、面積５４㎡、外１３筆で、合計６，４１９㎡。 

       これにつきましては、労働力不足で営農を縮小しようとする譲渡人が、営農

拡大しようとする譲受人へ譲り渡ししようとするものでございます。 

       番号２、地区 久居、譲受人    、面積 ５２，６５９㎡、譲渡人 

、面積７，４５８㎡、申請地 新家町浜井場    番、台帳地目・

現況地目とも畑、面積５２２㎡、外２筆で、合計８６８㎡。 

       これにつきましても、高齢による労働力不足で営農縮小しようとする譲渡人

が、申請地の近隣で耕作し、農業経営規模を拡大しようとする譲受人に、譲り

渡しをしようとするものです。 

       番号３、地区 高岡、譲受人    、面積１１３，２３７．６１㎡、譲渡

人    、面積１０，１３２㎡、申請地 一志町高野ハサマ    、台帳

地目・現況地目とも田、面積１，０５１㎡、外２筆で、合計３，０３８㎡。 

       これにつきましても、高齢による労働力不足で営農縮小しようとする譲渡人

が、申請地に隣接して耕作し、農業経営規模を拡大しようとする譲受人、譲り

渡しをしようとするものです。 

       番号４、地区 川口、譲受人    、面積２３，２９９．３㎡、譲渡人 

、面積１２，０７５㎡、申請地 白山町川口杉ケ瀬    番、台帳

地目・現況地目とも田、面積１，２６６㎡。 

       これにつきましても、高齢による労働力不足で営農縮小しようとする譲渡人

が、申請地に隣接して耕作し、農業経営規模を拡大しようとする譲受人に、譲

り渡しをしようとするものです。 

       以上、合計件数は４件で、合計１１，５９１㎡、その内訳は、田

１０，７２３㎡、畑８６８㎡でございます。 

       以上、議案第１号のいずれの案件につきましても、農業をまじめに行い、ま

た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項の各

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。 

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、現地に立ち会
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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、お願いします。

田口委員   ２８番 田口です。１番と２番と。 

議  長   はい、お願いします。 

田口委員   これ、ただいまの事務局の説明のとおりでございます。両方とも、１番も２

番も営農拡大ということで、よろしくお願いします。 

議  長   はい、ありがとうございます。３番、お願いします。 

田中委員   ３１番 田中です。１０月１２日に、守山委員と事務局とで現地を確認いた

しました。３筆になっておりますが、作業上の関係で、１枚の田になってまし

て、規模の拡大です。    ところはかなり規模拡大でやっております。今

後もそういうふうな方向で取り組むと思いますので、ひとつよろしくお願いし

たいと思います。 

       以上です。 

議  長   はい、ありがとうございます。４番、お願いします。 

池田委員   ３５番 池田です。１５日の日に総合支所１名と委員３名で、午後１時から

現場で立ち会いました。 

池田委員   現地も見てまいりましたけれども、場所的には、ここから１ｋｍぐらい下へ

下った杉ケ瀬という地域の中の入り口で、そこにつきましては、    さん

の家の端ということで、問題はないと思いますので、よろしくご審議をお願い

いたします。 

議  長   はい、ありがとうございました。ただいまの地元委員の説明ございましたが、

皆さん方のご意見をお伺いしたいと思います。いかがですか。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）を議題とします。事務局、説明願います。 

事 務 局   失礼します。 

       恐れ入ります、１２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（農業委員
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会許可）でございます。 

       番号１、地区 大三、申請者    、申請地 白山町二本木沖広    番、

台帳地目・現況地目とも畑、面積４２９㎡。 

       これにつきましては、申請者の後継者の転入に伴い、申請地に後継者用の一

般個人住宅を建設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２、地区 奥津、申請者    、申請地 美杉町奥津岡本    番、

台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積３７３㎡、外１筆で、合計８１５㎡。 

       これにつきましては、約８０年ほど前に、申請者の親族が農地法手続を行わ

ずに申請地に一般個人住宅を建設してきてしまったものでございます。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２件で、１，２４４㎡。その内訳は、畑でございます。 

       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。 

議  長   はい、ありがとうございました。事務局の説明がありましたが、地元委員の

ご意見をお伺いしたいと思います。１番、お願いします。 

森田委員   ３６番 森田です。去る１５日午後から、事務局員１名、委員３名で現地確

認をさせていただきました。場所につきましては、近鉄大三駅から    へ

向いて５００ｍぐらい行ったところの南側。すなわち県道が並行して走ってお

りまして、昔の初瀬街道です。皆さんご存じと思うんですが、大三駅の前には、

とか    が昔からあります。そこから５００ｍぐらい行ったとこ

ろでございます。 

今、事務局から説明ございましたように、特に公共下水道がもうできており

まして、下水、汚水処理については公共下水道に放流ということで、特に問題

ございませんので、よろしくお願いいたします。 

       以上です。 

議  長   はい、ありがとうございます。２番、お願いします。 

赤堀委員   ３７番 赤堀です。この１０月１０日の日に、事務局と現地のほう確認させ

ていただきました。場所的には、ちょうど美杉の    が奥津にあるわけな

んですけれども、    の    の下ぐらいの辺のところでして、国道３

６８号線沿いのところで、周囲のところは、もうほぼ農地がないというふうな

形で、住宅ばかりというふうなことで、特に問題はないかと思います。あとは、

事務局説明のとおりでございますので、よろしくお願いします。 

議  長   はい、ありがとうございました。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たいと思います。いかがですか。 

守山委員   ちょっと参考に聞きたいんやけどさ。 

議  長   はい。 
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守山委員   これ、申請者が京都の方やって、今現在どうなってるの。住んでみえますか。

赤堀委員   現在は、今、空き家になっています。 

守山委員   空き家になってるの。なるほど。 

赤堀委員   それで、もう今まで住んでみえた方というのは亡くなられておって、その子

供さんらになっておると思います。 

守山委員   わかりました。ありがとうございます。 

議  長   よろしいですか。あと、よろしいですか。 

部会委員  ＜一同 意見なし＞ 

議  長   それでは、お諮りしたいと思います。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号について許可することと決定した

いと思います。 

       引き続きまして、議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に

ついて（農業委員会許可・所有権移転）を議題とします。事務局、説明願いま

す。はい、お願いします。 

事 務 局   失礼します。 

       １３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・所有権移転）でございます。 

       番号１、地区 栗葉、譲受人    、譲渡人    、申請地 久居一色

町鴻野    番、台帳地目・現況地目とも田、面積５０㎡。 

       これにつきましては、申請地の隣地にアパートを建設しようとする譲受人が、

譲渡人より申請地を譲り受け、その駐車場用地として整備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２、地区 栗葉、譲受人    、譲渡人    、申請地 森町笠ケ

広    番、台帳地目・現況地目とも畑、面積４３９㎡。 

       これにつきましては、譲受人は譲渡人より申請地を譲り受け、一般個人住宅

を建設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 大井、譲受人    、譲渡人    、申請地 一志町大

仰六反    番、台帳地目・現況地目とも畑、面積２６２㎡。 

       これにつきましては、譲受人が住む住宅及び自営する印刷会社への進入道路

が狭小であるため、当該地に隣接する申請地を譲渡人より譲り受け、譲受人の
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家族及び来客者用の駐車場を整備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 川合、譲受人    、譲渡人    、申請地 一志町片

野北浦    番、台帳地目・現況地目とも畑、面積２４７㎡、他２筆で、合

計７３８㎡。 

       これにつきましては、譲受人が譲渡人より申請地を譲り受け、申請地に隣接

して譲受人が所有するアパートの駐車場用地として利用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 川合、譲受人    、譲渡人    、申請地 一志町八

太正光寺    番、台帳地目 畑、現況地目 雑種地、面積４１５㎡。 

       これにつきましては、申請地に隣接して自動車整備工場を営む譲受人が、平

成２１年４月ごろから、農地法手続を行わず、申請地を事業用自動車駐車場と

して利用してきてしまったものです。始末書の提出がありますことから追認し

ようとするものであります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号６、地区 家城、譲受人    、譲渡人    、申請地 白山町南

家城南出    番、台帳地目・現況地目とも畑、面積１９㎡。 

       これにつきましては、譲受人は譲渡人より申請地を譲り受け、譲受人の所有

地から市道へ接続する進入路の一部として活用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６件で、１，９２３㎡。その内訳は、田５０㎡、畑１，８７３

㎡でございます。 

       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ものと考えます。 

       以上で説明を終わります。 

議  長   はい、ありがとうございます。事務局より説明がありましたが、現地に立ち

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、お願いします。

鈴木委員   ２７番 鈴木です。１番と２番を説明させてもらいます。 

       １２日に議員６名と事務局２名で現地確認を行いました。１番の場所は、一

色町の飛び地になっておりまして、ちょうど    が新しくできたわけです

けれども、それの東側で、    と    の境ぐらいの東側の場所であり

ます。もう、付近のほうは、ちょっと一般住宅と畑と混在になってまして、何

ら問題はないかと思います。 

       ２番の件につきましては、県道羽野線で、    があるんですけれども、

そこから西へ約１ｋｍぐらい西へ行ったところにある、以前からあった集落で

す。これも、集落の中へ作られる住宅ですので、周囲の同意もとってあり、何

ら問題はないと思います。詳細については、事務局の説明どおりですので、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。３番、お願いします。 

田中委員   ３１番 田中です。これも、この案件につきましても、１２日の日に回らせ
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てもらいました。内容については、事務局の説明どおりですが、場所的には、

おりてもらって、白山のほうへ来る、    の３００ｍぐらいのと

ころの場所でございます。    さんところもちょっと手狭ということで、

ここを進入路といいますか、駐車場にされるというふうなことで、問題はない

かと思いますので、よろしくお願いしておきます。 

議  長   はい、ありがとうございます。４番、お願いします。 

守山委員   ３３番 守山です。この４番と５番と説明させていただきます。 

       まず、４番の川合の件でございます。一志町片野北浦というところは、松阪

市の平生と津市一志町の片野、場所はちょうどこの境界のところでございます。

そして、事務局から説明ありましたとおり、これはアパートによる駐車場とい

うことでございます。 

       それから、５番の川合、一志町八太正光寺。これは、ちょうど場所的には、

あれは、高速道路の下であり、この申請地の真北は、一志町日置なんです。こ

の申請地は一志町八太でございます。これも境界のちょうど境目でございます。

そして、真東にその    があるということで、その西側がこの申請地の畑

であったところへ、その    が、今回の転用目的と聞いております。 

       以上でございます。よろしくお願いします。 

議  長   はい、ありがとうございました。６番、お願いします。 

浅井委員   はい、３４番 浅井でございます。家城、６番について説明をさせていただ

きます。 

       １５日の１時から、事務局１名と地元委員３名で現地の確認を行いました。

場所は、家城に    があったんですが、もうそれも    されて、今 

ですが、そこから南へ３０ｍぐらい行ったところが現地でございます。

申請内容については、進入、入り口がないということで、わずか１９㎡の面積

を買い取られるということでございますので、何ら問題はないと思いますので、

よろしくお願いします。 

       以上です。 

議  長   はい、ありがとうございました。ただいま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ます。いかがですか。 

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（農業委員会許可・賃貸借権）を議題とします。事務局、説明願います。 
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事 務 局   １４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・賃貸借権）でございます。 

       番号１と２は相関連する申請ですので、一括ご説明申し上げます。 

       番号１、地区 下之川、借り人    、貸し人    、申請地 美杉町

下之川ツツジ    番、台帳地目・現況地目とも畑、面積３２３㎡、他１筆

で、合計５００㎡。 

       番号２、地区 下之川、借り人    、貸し人    、申請地 美杉町

下之川ツツジ    番、台帳地目・現況地目とも畑、面積２７９㎡。 

       この番号１と番号２の申請地につきましては、    の    の実施に

伴い、借り人は貸し人より申請地を借り受け、事務所及び資機材置き場用地と

して一時転用しようとするものです。なお、期間は３カ月間でございます。 

       農地区分は第２種農地と判断されます。 

       以上、件数は２件で７７９㎡、その内訳は畑でございます。 

       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

いるものと考えます。 

      以上で説明を終わります。 

議  長   はい、ありがとうございます。説明がありましたが、現地に立ち会っていた

だきました地元委員のご意見をお伺いします。はい、お願いします。 

向田委員   ４０番 向田です。１０月１１日に、担当者と確認させていただきました。 

に用する、倉庫並びに資材置き場ということで、ひとつよろしくご

審議のほどお願いいたします。 

議  長   はい、ありがとうございました。地元委員の説明がございましたが、皆さん

方のご意見がありましたら。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と決定し

たいと思います。 

       続きまして、議案第５号 非農地証明願についての議題とします。事務局、

説明願います。 

事 務 局   失礼します。 

       それでは、１５ページお願いします。 

       議案第５号 非農地証明願についてでございます。 

       番号１、地区 大井、願出者    、申請地 一志町井生岡田    番、

台帳地目 田、現況地目 雑種地、面積９８３㎡。 
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       これにつきましては、申請地は地目は田であるものの、    との契約の

もと、平成元年１２月ごろから、    により農村公園として整備・活用を

図ってきているものでございます。 

       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３号の規定により、

当該土地が農地以外に供され２０年以上経過している要件に該当しているもの

と考えます。 

       番号２、地区 大三、願出者    、申請地 白山町三ケ野東谷    番、

台帳地目 田、現況地目 山林、面積７２７㎡、他５筆で、合計１，４８４㎡。

       これにつきましては、申請地は昭和５０年代ころまでは願出者の義父が耕作

を行ってきたものですが、その後、耕作者の義父が亡くなり、また当該地が農

業機械が入れない地理的不便さや、獣害等も重なり、これまで農地として活用

できずに来てしまったものであります。 

       申請に際しては、平成２年に国土地理院が撮影した空中写真撮影記録証明書

が添付されており、これら物件が確認されますことから、２０年が経過してい

ると判断され、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

規定により建物もしくは工作物の建造等がなされており、当該土地が農地以外

に供され２０年以上経過している要件に該当しております。 

       以上、件数は２件で、２，４６７㎡、その内訳は、田１，８３８㎡、 

畑６２９㎡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

いるものと考えます。 

       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。事務局より説明がありましたが、皆さん方

のご意見をお伺いします。いかがですか。 

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号については証明することを決定し

たいと思います。 

       続きまして、別冊としてお配りいたしました議案第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を議題といた

します。事務局、説明願います。 

事 務 局   恐れ入ります、別冊津市農用地利用集積計画をお願いします。 

       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。 

       表紙１枚めくっていただいて集計表をご覧ください。 

       右下の合計欄に掲げてありますように、今月は総合計で１５件、 

４１，９２９㎡の集積がございました。その内容は、賃貸借、使用貸借及び所

有権移転でございます。 
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       久居地区は、２件で７，９５５㎡。その内訳は、田７，９５５㎡でございま

す。 

       一志地区は、３件で６，０９０㎡。その内訳は、田６，０９０㎡でございま

す。 

       白山地区は、４件で１２，８６４㎡。その内訳は、田１２，８６４㎡でござ

います。 

       美杉地区は、６件で１５，０２０㎡、その内訳は、田３，０８１㎡、 

畑１１，９３９㎡でございます。 

       以上、合計で田の集積が、賃貸借と使用貸借及び所有権移転を合わせて 

２９，９９０㎡で、畑の集積が、賃貸借と使用貸借を合わせて１１，９３９㎡

で、総合計が１５件で４１，９２９㎡となっております。 

       また、認定農業者への集積状況は３件で、１１，７１７㎡となっており、そ

の件数内訳は、白山地区２件、一志地区１件となっております。 

       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   はい、ありがとうございました。事務局の説明がありましたが、皆さん方の

ご意見をお伺いします。よろしいですか。 

部会委員  ＜一同 意見なし＞ 

議  長   それでは、意見もないようでございますので、お諮りします。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号について適正であると認め、市長

に進達することといたします。 

       以上で、本部会に付議されました議案はすべて審議を終了いたしました。あ

りがとうございます。 

午後３時２５分

上記は、第１０回第２農地部会の議事を録したものである。

  平成２４年１０月１８日

                       議  長             

                       出席委員             

                       出席委員             


