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第 ９ 回 第 ２ 農 地 部 会 議 事 録 

 

 

日      時  平成２５年９月１９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  25 伊藤 武則・26 稲葉 和久・27 大井 一司・28 鈴木 照正 

29 田口 慶則・30 諸戸 善昭・32 田中 竹次・33 守山 孝之 

35 池田 昌司・36 井谷  㓛 ・37 岸野 隆夫・38 中川 和雄 

39 藤田  武 ・40 結城 晉三・42 片岡 眞郁・47 中谷 秀也 

以上１６名 

欠 席 委 員  31 上川 洋文 

 

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・鈴村事務局次長・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  26 稲葉 和久・36 井谷  㓛 

 

 

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） 

 

 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３条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（農業委員会許可） 

 

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・ 

所有権移転） 
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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（農業委員会許可・ 

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（農業委員会許可・ 

使用貸借） 

 

議案第７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   それでは、第９回第２農地部会を開催させていただきます。 

本日の議事録署名者を指名させていただきます。 

２６番 稲葉 和久委員、３６番 井谷 㓛委員の両委員、よろしくお願い

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

５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１２で件数は１２件、合計面積１１，３３６．５８㎡で、その内

訳は、田が１０，００４．５８㎡、畑が１，３３２㎡でございます。 

これらにつきましては、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。 

続きまして、２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。 

これにつきましては、相続の届出によるものでございまして、件数は１件、

合計面積は４，４５０㎡で、その内訳は、田が３，１８１㎡、畑が１，２６９

㎡でございます。 

この案件につきまして、あっせん等の希望はございません。 

３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は、一般住宅用地、倉庫用地、くず鉄置場、番号２は、貸し駐車場用

地、番号３は、一般個人住宅用地、番号４は、住宅の庭用地、番号５は、長屋

住宅用地です。 

以上件数は５件、合計面積は４，１８６㎡で、田が２，０６２㎡、畑が     

２，１２４㎡でございます。 

４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、分譲住宅用地の１件で、面積は７６２㎡で、すべて畑でございます。 
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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）でございます。 

番号１、一般個人住宅用地の１件で、面積は畑で６３９㎡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。 

 

議  長   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（農業委員会許可・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ページから７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 栗葉、受け人     、面積１０，６８４㎡、 渡し人  、

面積２６１㎡、申請地 庄田町中川原    、台帳地目・現況地目とも畑、

面積２６１㎡です。 

これにつきましては、受人は、兼業のため離農する渡人から申請地を譲り受

け、営農を拡大しようとするものです。 

番号２、地区 栗葉、受け人     、面積５，０３０㎡、渡し人    、

面積６，５５５．１６㎡、申請地 稲葉町北出    、台帳地目・現況地目

とも田、面積８５６㎡。 

これにつきましては、受人は、兼業のため営農を縮小する渡人から申請地を

譲り受け、営農を拡大しようとするものです。 

番号３、地区 波瀬、受け人     、面積２５，５５５㎡、渡し人   、

面積１，６４４㎡、申請地 一志町波瀬入野    、台帳地目・現況地目と

も田、面積７９０㎡。 

これにつきましては、受人は、遠方のため耕作が不便な申請地を渡人から譲

り受け、営農を拡大しようとするものです。 

番号４、地区 八ッ山、受け人     、面積８，７９７㎡、渡し人    、

面積５，２７４㎡、申請地 白山町八対野城出    、台帳地目・現況地目

とも畑、面積３４４㎡。 

これにつきましては、受人は、高齢化による労力不足の渡人から申請地を譲

り受け、営農を拡大しようとするものです。 

番号５、地区 八知、受け人     、面積１，５４７㎡、渡し人     、

面積１，５１９，４２㎡、申請地 美杉町八知八知田    、台帳地目・現

況地目とも田、面積９６１㎡ 外３筆で合計面積１，５１９．４２㎡。 

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、新規に営農を開始しようとするものです。 

番号６、地区 太郎生、受け人     、面積１５，８４５．７２㎡、渡

し人    、面積１８，５１８㎡、申請地 美杉町太郎生北垣内    、

台帳地目・現況地目とも田、面積５１７㎡｡ 

番号７、地区 太郎生、受け人     、面積１８，５１８㎡、渡し人   、

面積１５，８４５．７２㎡、申請地 美杉町太郎生北垣内    、台帳地目・
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現況地目とも田、面積３６７㎡｡ 

この番号６及び７につきましては、自作地を相互に交換しようとするもので

す。 

番号８、地区 下之川、受け人     、渡し人     、面積    

７，８７５㎡、申請地 美杉町下之川不動ノ口    、台帳地目 田、現況

地目 畑、面積４９９㎡ 外９筆で合計面積５，７２５㎡。 

これにつきましては、親子間で、生前部分贈与をするものです。 

以上件数は、８件、合計面積は、１０，３７９．４２㎡、その内訳は田が   

７，９５７㎡、畑が２，４２２．４２㎡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   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、お願いします。 

 

鈴木委員   ２８番 鈴木です。１番と２番を説明させていただきます。１３日に委員６

名と事務局２名で、現地調査に行ってまいりました。 

１番は、庄田の中川原の集落の中の所で、別に問題はないかと思います。 

そして、２番は、稲葉の北出という所で、県道上稲葉羽野線で、    が

ありまして、それから北へ５００ｍくらいで、    の下になり、    か

ら１００ｍくらい離れた所です。これも何ら問題はないかと思います。また詳

細については、今事務局のほうで説明があった通りですので、よろしくご審議

のほどをお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。３番、お願いします。 

 

田中委員   ３２番 田中です。９月１３日に、委員３名と事務局２名で現地を確認いた

しました。場所につきましては、波瀬から井生へ抜ける道を西のほうへ向かっ

て３００ｍくらいの所に現地がありました。内容については、事務局の説明通

りですので、ひとつよろしくお願いいたします。 

 

議  長   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。総合支所２名と、１３日の午後から、地元委員３名で、

現地を見てまいりました。現地は、国道１６５号線の最終の信号を左へ曲がっ

て下りていただきますと、八ッ山という所へ行くわけですけれども、そこを下

へ３００ｍか４００ｍ下がった所に    がございまして、その右手のほう

に下出という地域がございまして、山の裾になる所でございます。事務局の説

明通りで、何ら問題はないと思いますのでご審議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。 

 

藤田委員   ３９番 藤田です。７日、岸野委員と事務局３名で現地を見てまいりました。 

    さんは、奈良県にお住まいの方でした。当時、香芝で。農業が目的で
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転出され、一部の畑は、もう耕作できない状態です。初夏に購入していただい

たという事で、我々としては有り難いと思っています。内容は、何ら問題はな

いと思いますので、ご審議、お願いします。以上です。 

 

議  長   ありがとうございます。６番、７番。 

 

中川委員   ３８番 中川でございます。６、７の説明をさせていただきます。９月１３

日に、総合支所の担当の方と、現地確認をしてまいりました。内容につきまし

ては事務局の説明通りでございます。何ら問題はないと思いますので、よろし

くご審議のほどをお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。８番、お願いします。 

 

結城委員   ４０番 結城でございます。１３日に会長、部会長、事務局、関係各位と現

地確認をいたしました。この    さんは、老齢で耕作することができない

ため、息子に譲るという事で、生前贈与でございます。よろしくお願いいたし

ます。以上です。 

 

議  長   ありがとうございます。ただいま、地元委員より説明がございましたが、皆

さん方、何か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。 

議案第２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・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   ８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（農業委員会許

可・使用貸借）でございます。 

番号１、地区 栗葉、借り人     、面積５，０３０㎡、貸し人     、

面積６，６９０㎡、申請地 稲葉町涼野    、台帳地目・現況地目とも畑、

面積１６３㎡です。 

これにつきましては、受人は、渡人に要望して３年間の使用貸借契約を締結

し、営農を拡大しようとするものです。 

番号２、地区 栗葉、借り人     、面積５，０３０㎡、貸し人     、

面積６，９１２．０５㎡、申請地 稲葉町涼野    、台帳地目・現況地目

とも畑、面積２６７㎡ 外２筆で合計面積８４１㎡。 

これにつきましても、受人は、渡人に要望して３年間の使用貸借契約を締結

し、営農を拡大しようとするものです。 
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以上件数は、２件、合計面積は、１，００４㎡、すべて畑でございます。 

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   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、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。 

 

鈴木委員   ２８番 鈴木です。１番と２番と、また同じように説明させていただきます。

これも１３日に、事務局と農業委員で現地確認に行ってまいりました。現地ま

での目標物が無いので、若干説明し辛いですけど。   と   が   の

主流会社になっているんですけども、そこから、西南へ大体１ｋｍから１．５

ｋｍくらい行った所で、北出の集落の大体南側にあたります。１番の現地と、

２番の現地は大体１００ｍから２００ｍくらい離れた所です。何ら問題はあり

ませんので、詳細については事務局の説明どおりです。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した。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。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。 

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

（農業委員会許可）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、１０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（農業委員

会許可）でございます。 

番号１、地区 久居、申請者      外１名、申請地 久居明神町狭見

山    、台帳地目・現況地目とも畑、面積１，０２４㎡ 外４筆で、合計

面積１，８７２㎡です。 

これにつきましては、貸し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２、地区 大井、申請者     、申請地 一志町井関北垣内    、

台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積２９０㎡ 外２筆で合計面積７０２㎡。 

これにつきましては、昭和４４年ごろから住宅用地として利用されており、

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 川口、申請者     、申請地 白山町川口瀬古    、

台帳地目 田、現況地目 雑種地、面積１３６㎡ 外１筆で合計面積２１１㎡。 

これにつきましては、    については、平成２年ごろから駐車場として、

また、    につきましては平成１９年ごろから物置用地として使用されて

おり、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す。農地区分

は第２種農地と判断されます。 

番号４、地区 太郎生、申請者     、申請地 美杉町太郎生大洲   、

台帳地目 畑、現況地目 山林、面積２６１㎡ 外４筆で合計面積２，１５０

㎡。 

これにつきましては、昭和３５年ごろ植林し現在に至っており、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、合計面積は４，９３５㎡で、その内訳は、田で１，７４７

㎡、畑で３，１８８㎡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   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、お願いします。 

 

稲葉委員   ２６番 稲葉です。１３日に委員並びに事務局で現地確認してまいりました。

ちょうど、この１２ページで出てまいります、第５条番号２のコンビニエンス

ストア店舗予定地の畑のちょうど両隣にある場所でございます。ちょうどふた

つに分かれております。場所は、    の南側ですし、主要地方道久居河芸

線沿いの西側に位置します。事務局の説明通り、何ら問題ありませんと思いま

すので、よろしくご審議お願いします。 

 

議  長   ２番、お願いします。 

 

田中委員   ３２番 田中です。この案件につきましても、１３日に委員３名と事務局２

名で、現地を見ました。目標が無いのですが、    の南側の所です。内容

については事務局の説明通りですので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。３番、お願いします。 

 

池田委員   ３５番 池田です。事務局と総合支所２名で、現地へ１３日に確認をいたし

ました。場所的には、川口小学校の西側に道がございまして、    がござ

います。この裏側で、事務局の説明通りで、田は分離されておりますので、一

応、問題はありません。自分の田で、他に影響もございませんので、事務局の

説明通りでございますので、よろしく審議をお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。４番、お願いします。 

 

中川委員   ３８番 中川でございます。９月１３日に、会長、部会長、それから事務局

の方と現地を確認しました。植林という事で、６０年生ぐらいの杉の木がいっ
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ぱいになっております。周辺には何ら問題はないと思います。内容につきまし

ては事務局の説明通りですので、よろしくご審議のほどをお願いいたします。 

 

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

見がありましたら、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。 

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・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   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・所有権移転）でございます。 

番号１、地区 栗葉、受け人     、渡し人     、申請地 庄田

町馬廻り    、台帳地目・現況地目とも畑、面積５４㎡です。 

これにつきましては、受人は、渡人より申請地を譲り受け、進入用道路用地

とするものです。農地区分は第２種農地と判断されます。 

番号２、地区 栗葉、受け人     、渡し人     、申請地 久居

一色町馬屋敷    、台帳地目・現況地目とも畑、面積４６２㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人からこの申請地を譲り受け、一般個人用

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３、地区 川合、受け人     、渡し人     、申請地 一志

町庄村出口    、台帳地目・現況地目とも畑、面積３２９㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人からこの申請地を譲り受け、一般個人用

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４、地区 八ッ山、受け人     、渡し人     、申請地 白

山町八対野城出    、台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積１１７㎡。 

これにつきましては、受人の亡き父が、昭和４３年ごろから、渡人である所

有者から申請地を借り受け農業用倉庫用地として使用しており、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す。農地区分は第２種農地と判断

されます。 

番号５、地区 八ッ山、受け人     、渡し人     、申請地 白

山町八対野城出    、台帳地目 田、現況地目 宅地、面積２６４㎡。 

これにつきましても、受人の亡き父が、昭和４３年ごろから、渡し人である

所有者から申請地を借り受け農業用倉庫用地として使用しており、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す。農地区分は第２種農地と判

断されます。 
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番号６、地区 八知、受け人     、渡し人     、申請地 美杉

町八知登り    、台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積１７７㎡。 

これにつきましては、渡し人である所有者が、昭和３０年ごろから、農業用

倉庫用地として使用しており、始末書の提出がありますことから追認しようと

するものです。農地区分は第２種農地と判断されます。 

番号７、地区 奥津、受け人     、渡し人     、申請地 美杉

町奥津カシ尾    、台帳地目・現況地目とも畑、面積６６３㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人からこの申請地を譲り受け、一般個人用

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８、地区 下之川、受け人     、渡し人     、申請地 美

杉町下之川追坂    、台帳地目 畑、現況地目 道路、面積８５㎡ 外４

筆で合計面積１，９７４㎡。 

これにつきましては、渡し人である所有者が、昭和３５年から昭和６０年ご

ろにかけて、それぞれの土地を道路用地、農業用倉庫用地、植林して山林とし

て使用しており、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す。

農地区分は第２種農地と判断されます。 

以上件数は８件、合計面積は４，０４０㎡で、その内訳は、田で２６４㎡、

畑で３，７７６㎡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、お願いします。 

 

鈴木委員   ２８番 鈴木です。１３日に委員と事務局で現地確認をしてまいりました。 

１番は、ちょうど    の所で、今までそこから出入りしてましたが、都

合が悪くなったので、自分の所の方から出入りしたいという事で、事務局の説

明通りです。何ら問題はないと思います。 

２番は、    がありまして、そこから６００ｍくらい西へ行きますと、

住宅と畑と混在している場所ですけども。    さんは、    さんが嫁

いでますので、高齢で、どうしても娘さんの所へ来たいので、住宅を建てたと

いう事です。詳細については、事務局の説明通りです。何ら問題はないかと思

いますので、よろしくご審議をお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。３番、お願いします。 

 

田中委員   ３２番 田中です。この案件も、９月１３日に、委員３名と事務局２名で現

地を確認しました。一志美杉線、これから久居のほうへ向いてもらいますと、

庄村の信号があります。それから、北のほうへ約４００ｍ入った所が現地にな

っております。内容については、事務局の説明通りですので、よろしくお願い

したいと思います。 

 

議  長   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。４番、５番と、総合支所２名と委員３名で、１３日の午
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後から現地に行きました。１号議案の場所と同じ所でございますので、事務局

の説明通りですので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。６番、お願いします。 

 

藤田委員   ３９番 藤田です。この土地は、８月に岸野委員と事務局と３名で、現地へ

行って確認してまいりました。    の祖父の代、昭和３年ごろ、本宅続き

の畑に、農業用倉庫を建てられたという事でございまして、現在、その土地が

宅地になっておられるという事で、始末書も提出ございますので、何とかご審

議願いまして、よろしくお願いしたいと思います。 

 

議  長   ありがとうございます。７番、お願いします。 

 

岸野委員   ３７番 岸野です。先般、１２日に、総合支所の担当者と私のほうで、現地

調査を行いました。申請地は、美杉小学校、あるいは JR名松線の奥津駅より

数百ｍの場所でございまして、また    に隣接する場所であります。内容

としましては、先ほど説明があった通りでございまして、何ら問題はありませ

んので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。８番、お願いします。 

 

結城委員   ４０番 結城です。８番、下之川ですけど。譲受人はもう、先ほど説明しま

した    さんです。譲渡人は老齢で、土地を管理するのはもうできないの

で息子さんに贈与されたところです。周辺農地等へ被害が出た場合は、責任を

持って解決しますということです。始末書の提出もありますので、問題はない

と思い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。只今、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。 

引き続きまして、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（農業委員会許可・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、１３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（農業委員

会許可・賃貸借権）でございます。 
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番号１、地区 久居、借り人     代表取締役     、貸し人   

外 7名、申請地 久居明神町風早    、台帳地目・現況地目とも田、面積

１，０１１㎡ 外８筆で、合計面積６，１６３㎡です。 

これにつきましては、借り人は、貸し人と３０年間の賃貸借契約を締結し、

有料老人ホーム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２、地区 久居、借り人     代表取締役     、貸し人   、

申請地 久居明神町狭見山    、台帳地目・現況地目とも畑、面積６４８

㎡ 外１筆で合計面積８７７㎡。 

これにつきましては、借り人は、貸し人と２０年間の賃貸借契約を締結し、

コンビニエンスストア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３、地区 高野、借り人     、貸し人     、申請地 一志

町高野高寺    、台帳地目 田、現況地目 畑、面積７２３㎡。 

これにつきましては、借り人は、貸し人と２０年間の賃貸借契約を締結し、

太陽光発電施設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４、地区 家城、借り人     、貸し人     、申請地 白山

町南家城棚    、台帳地目・現況地目とも畑、面積２３６㎡ 外２筆で合

計面積１，０８８㎡。 

これにつきましては、借り人は、貸し人と３か月間の賃貸借契約を締結し、

電線張替工事に伴う仮設ヤード用地として一時転用するものです。農地区分は

第２種農地と判断されます。 

１３ページのほうをご覧ください。 

番号５、地区 川口、借り人     、貸し人     外２名、申請地 

白山町川口杉前    、台帳地目・現況地目とも田、面積１，６２８㎡。 

これにつきましても、借り人は、貸し人と３か月間の賃貸借契約を締結し、

電線張替工事に伴う仮設ヤード用地として一時転用するものです。農地区分は

第２種農地と判断されます。 

番号６、地区 川口、借り人     、貸し人     外１名、申請地 

白山町川口白木    、台帳地目・現況地目とも畑、面積１２７㎡。 

これにつきましても、借り人は、貸し人と３か月間の賃貸借契約を締結し、

電線張替工事に伴う仮設ヤード用地として一時転用するものです。農地区分は

第２種農地と判断されます。 

番号７、地区 大三、借り人     、貸し人     、申請地 白山

町二本木柏原    、台帳地目・現況地目とも田、面積１，１７８㎡。 

これにつきましても、借り人は、貸し人と３か月間の賃貸借契約を締結し、

電線張替工事に伴う仮設ヤード用地として一時転用するものです。農地区分は

第２種農地と判断されます。 

番号８、地区 竹原、借り人     、貸し人    、申請地 美杉町

竹原東垣内    、台帳地目・現況地目とも田、面積３００㎡。 

これにつきましても、借り人は、貸し人と３か月間の賃貸借契約を締結し、

電線張替工事に伴う仮設ヤード用地として一時転用するものです。農地区分は

第２種農地と判断されます。 

番号９、地区 下之川、借り人     代表取締役     、貸し人 

     、申請地 美杉町下之川ツツジ    、台帳地目・現況地目とも

畑、面積３２３㎡ 外１筆で合計面積５００㎡。 



12 

 

これにつきましては、借り人は、貸し人と本年１２月末までの賃貸借契約を

締結し、市道工事に伴う仮設現場事務所用地として一時転用するものです。農

地区分は第２種農地と判断されます。 

以上件数は９件、合計面積は１２，５０４㎡で、その内訳は、田で      

１０，７１９㎡、畑で１，７８５㎡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。 

只今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、お願いします。 

 

大井委員   ２７番 大井です。同じく、９月１３日に事務局及び地元委員で、現地確認

へ行ってきました。午後には、本庁及び会長のほうにも現地確認をしていただ

きました。場所は、    の道路を挟んで、北側に    がありますけど、

その西側は、    ですが、その西にはコンビニが潰れて    になって

いますが、そのちょうど間の土地になります。内容については事務局の説明通

りで、特に問題はないと思います。また、これは    土地改良区の農地で

もあり、土地改良区の意見書として、支障ありませんという意見書も出ており

ますので、特に問題ないと思われますので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。２番、お願いします。 

 

稲葉委員   ２６番 稲葉です。９ページに第３号議案１番の駐車場予定地の真ん中にな

ります。場所も同じく    の久居河芸線沿いです。事務局の説明通り、何

ら問題はありませんと思いますので、どうぞ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。 

 

田中委員   ３２番 田中です。この案件につきましても、１３日に、委員３名と事務局

２名で、現地を確認いたしました。場所につきましては、一志出家線に、    

があるんですがその西側に現地があります。内容については事務局の説明通り

ですので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。４番、お願いします。 

 

淺井委員   ３４番 淺井でございます。家城の４番について、説明をいたします。１３

日の午後から、事務局２名、それから地元委員３名、それと本庁事務局３名、

それから守山会長、諸戸部会長も行っていただきまして、現場の確認をさせて

いただきました。場所は、家城に    という    があるんですが、そ

の    から約５０ｍ西へ行った所が現地でございます。申請内容について

は事務局の説明通りですが、皆さんもご承知だと思うんですが、鉄塔の一番上

に線が張ってあるんですが、それは避雷針の役目をしている線だそうです。そ

れが、大変弱っていたという事で、それの張り替え工事をするので、土地を借

用したい。３ヶ月という事でございます。何ら問題ございませんので、よろし
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くご審議のほどお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。５番、お願いします。 

 

池田委員   ３５番 池田です。５番、６番と説明します。 

５番につきましては、淺井委員のほうから言われましたように、本庁の事務

局と、それから会長、部会長に来ていただきまして、現場を見ていただきまし

た。場所的には、川口駅から総合支所のほうへ４００ｍくらい上った所の右側

という所にございます。それから、問題は何もないと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

６番につきましては、場所的には、    が白山にあるんですけど、それ

の左側と言うか、正面から見た裏側のほうですけども、その傍に弁天川があり

まして、川の傍にその土地がございます。何ら問題はないと思いますので、ご

審議よろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。７番、お願いします。 

 

井谷委員   ３６番 井谷です。１３日に本庁、それから支所の委員と事務局で、現地確

認に行きました。先ほどの仮設のヤードと同じでございます。場所は国道   

１６５号の    があるんですが、その信号を南のほうへ、田の方へ入った

所です。内容的には、何ら問題ございませんので、よろしくご審議をお願いい

たします。以上です。 

 

議  長   ありがとうございます。８番、お願いします。 

 

藤田委員   ３９番 藤田です。８番竹原の説明をします。場所は家城から行って、美杉

の竹原に入った所に、    がございます。この    の裏でございまし

て、先ほど４番から７番までご説明された事と全く内容的には一緒でございま

す。避雷ケーブルの取り換えということでございますので、よろしく審議をお

願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。９番、お願いします。 

 

結城委員   ４０番 結城でございます。下之川、９番について説明します。この案件は

市道に伴う工事でありまして、篠ヶ広山口線道路改良工事のために、工事用事

務所を置くという事で、一時転用という事で、申請されました。始末書の提出

もあるという事ですので、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した。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５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（農業委員会許可・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   １４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（農業委員

会許可・使用貸借）でございます。 

番号１、地区 榊原、借り人     、貸し人     、申請地 榊原

町岡    、台帳地目・現況地目とも田、面積３９７㎡です。 

これにつきましては、借り人は、貸し人と使用貸借契約を締結し、一般個人

用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 下之川、借り人     代表取締役     、貸し人  

    、申請地 美杉町下之川ツツジ    、台帳地目・現況地目とも

畑、面積２７９㎡。 

これにつきましては、借り人は、貸し人と本年１２月末までの使用貸借契約

を締結し、市道工事に伴う仮設現場事務所用地として一時転用するものです。

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６７６㎡で、その内訳は、田で３９７㎡、畑で

２７９㎡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。事務局の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、お願いします。 

 

伊藤委員   ２５番 伊藤です。１３日、委員と事務局とで現地確認をいたしました。場

所としましては、    の裏にあたります。お孫さんが暮らす住宅用地とい

う事で、事務局の説明通り、何ら問題はないと思いますのでよろしくご審議く

ださい。 

 

議  長   ありがとうございます。２番、お願いします。 

 

結城委員   ４０番 結城です。下之川２番これも同じく、市道に伴う工事の事務所とい

う事で、前のページにあった所と全く同じところでございますので、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。 

地元委員より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＞ 
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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。 

引き続きまして、別冊としてお配りいたしました、議案第７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   それでは、農用地利用集積計画のほうをご覧いただきたいと思います。 

議案第７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。 

農用地利用集積計画の表紙を１枚めくっていただきまして、農用地利用集積

計画地区別集計表をご覧ください。地区別に、下の合計欄でご説明いたします。 

久居地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借、所有権移転合わせて    

１５，５８２㎡、畑の使用貸借４，１１４．５㎡で、契約件数は５件でござい

ます。 

一志地区につきましては、田の使用貸借９７９㎡で、契約件数は２件でござ

います。 

白山地区につきましては、田の賃貸借５，６２２㎡で、契約件数は１件でご

ざいます。 

美杉地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借合わせて３，９７９．５８

㎡、畑の使用貸借３７８㎡で、契約件数は６件でございます。 

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     

２６，１６２．５８㎡、畑の集積が、使用貸借で４，４９２．５㎡で、合計契

約件数は１４件、合計面積は３０，６５５．０８㎡となっております。 

認定農業者への集積状況は、久居地区の２件で、合計面積６，５２０㎡とな

っております。 

なお、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。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。皆さん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号については適正であると認め、市
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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。あ

りがとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              午後２時５７分 

 

上記は、第９回第１農地部会の議事を録したものである。 

 

平成２５年 ９月１９日 

 

 

                        議  長 

  
                        出席委員 

 

                        出席委員 



17 

 

 


