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第 ５ 回 第 ２ 農 地 部 会 議 事 録 

 

日      時  平成２８年５月１８日（水）午後３時３０分 

 

場      所  津市久居庁舎 ３階 ３Ａ会議室 

 

出 席 部 会 委 員   6 田口
た ぐ ち

 慶則
よしのり

・ 7 椋下
むくした

  保
たもつ

・14 宮本
みやもと

 政
まさ

春
はる

・15 守山
もりやま

 孝之
たかゆき

 

16 中谷
なかたに

 秀也
ひ で や

・17 西森
にしもり

 偉
よし

統
のり

・18 結城
ゆ う き

 晉三
しんぞう

・20諸
もろ

戸
と

 善
よし

昭
あき

 

23片
かた

岡
おか

 眞
まさ

郁
いく

・ 22 中野
な か の

たつ子
こ

 

 

以上９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  奥野事務局長・鈴村事務局次長・若松主査 

 

総 合 支 所   久居：加賀担当副主幹 一志：藤巻担当副主幹 

 

白山：前田担当副主幹 美杉：前山主査 

 

議 事 録 署 名 者  ７ 椋下
むくした

 保
たもつ

・１８ 結城
ゆ う き

 晉三
しんぞう

 

 

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５条第１項第６規定による届出について（所有権移転） 

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（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取消願について（農業委員会許可） 

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） 

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 買受適格証明願（公売）について 

議案第８号 非農地証明願について 

議案第９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５回第２農地部会を開会いたします。 

議事録署名者を私の方から指名させていただきますのでよろしくお願いしま

す。７番 椋下委員、１８番 結城委員、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通り

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   １ページ・２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１３で、２ページになりますが、合計件数は１３件、合計面積は

２０，１２５㎡、このうち田が１９，０７１㎡、畑が１，０５４㎡でございま

す。 

これらにつきましては、農地の賃貸借を、貸し人、借り人、双方の合意によ

り解約したものであります。続きまして３ページから９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から１６で、９ページになりますが、合計で件数は１６件、面積は 

４５，１２６．９９㎡、その内訳は田が３０，４２５．２８㎡、畑が 

１４，７０１．７１㎡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、現況地目が宅地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。 

１０ページをお願いいたします。 

報告第３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、一般個人住宅用地、番号２、長屋住宅用地、番号３、共同住宅用地、 

番号４、住宅用地。 

以上件数は４件 合計面積は１，０４４．７９㎡、このうち畑が 

８０６．７９㎡、その他、これは台帳地目が宅地となっている農地ですが、 

２３８㎡でございます。  

１１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     、申請地の地目は畑、面積は２０４㎡、取得年月

日は昭和２５年３月２３日でございます。 

番号２、権利者     、申請地の地目は畑、面積は２０４㎡、取得年月

日は昭和２５年３月２３日でございます。 

この２件につきまして、権利者は、当該土地を２０年以上にわたり自己の農

地として維持管理しており、取得時効が完成しております。 

以上件数は２件で、合計面積は、畑で４０８㎡です。報告案件につきまして、

以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 

 

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

それでは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・

所有権移転移）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、受人     、面積１７４，６９８㎡、渡人 

    、面積５，４４３㎡ 申請地木造町四ツ殿    、台帳地目・現況

地目とも田、面積４０４㎡外９筆 合計面積９，３３４㎡。 

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、営農を拡大するものです。 

番号２、地区 栗葉、受人     、面積５，２５１㎡、渡人     、 

面積５，６０７．７５㎡ 申請地 稲葉町藤倉    、台帳地目・現況地目

とも畑、面積１，７７６㎡。 

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の要望を受

け、申請地を譲り受けるものです。 

番号３、地区 栗葉、受人     、面積２０，７４１．６１㎡、渡人  

    、面積１，７１１㎡ 申請地 庄田町貝下    、台帳地目・現況

地目とも畑、面積１，３０２㎡外１筆、合計面積１，７１１㎡。 

これにつきましては、受人は、遠方のため労力不足の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４、地区 高岡、受人      代表取締役     、面積 

１４，７５１㎡、渡人     、面積１５，３３６．１３㎡ 申請地 一志

町高野小牧    、台帳地目・現況地目とも田、面積２，０５８㎡。 

これにつきましては、耕作の利便性向上のため、申請地を次に出てきます番

号５の農地と相互に交換するものです。 

番号５、栗葉と高野になります。受人     、面積１５，３３６．１３

㎡、渡人      代表取締役      面積１４，７５１㎡ 申請地 

庄田町中川原    、台帳地目・現況地目とも田、面積５３４㎡外３筆で 

１３ページになりますが、合計面積３，０９７㎡。 

これにつきましては、耕作の利便性向上のため、申請地を番号４の農地と相

互に交換されるということです。 

申し訳ありませんが、１３ページで２か所の訂正がありますのでよろしくお

願いします。 

まず、番号７で、申請地の地目ですが、現況地目が宅地になっておりますが、

正しくは畑に訂正していただきますようお願いします。 

次に、番号８の一番右側で、事由の欄ですが、渡人の事由が「低生産地」と

なっておりますが、これを「遠方のため耕作困難」という形で訂正いただきま

すようお願いします。 

それでは、番号６です。地区 八ッ山、受人     、面積 

１０，６１２．６８㎡、渡人     、面積１，５７８㎡ 申請地 白山町

山田野小山田    、台帳地目・現況地目とも田、面積１，５７８㎡。 

これにつきましては、受人は、労力不足の渡人から申請地を譲り受け、営農

を拡大するものです。 



 4 

番号７、地区 八知、受人     、渡人     、面積２３４㎡ 申

請地 美杉町八知岩屋口    、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、空き家に入居し、離農する渡人から、家庭菜

園として申請地を譲り受けるものです。 

番号８、地区 下之川、受人     、面積１，５８８㎡、渡人     、 

面積２，９１９．３４㎡ 申請地 美杉町下之川大作    、台帳地目・現

況地目とも畑、面積８３５㎡。 

これにつきましては、受人は、遠方のため耕作が困難な渡人から申請地を譲

り受け、営農を拡大するものです。 

なお、受人の許可後の耕作面積は、貸付地を解約して自作地とすることから、

６，７２０㎡となります。 

以上、件数は８件で、合計面積は２０，６２３㎡、このうち田が 

１６，０６７㎡、畑が４，５５６㎡、でございます。 

いずれの案件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   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たいと思います。１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ございます。場所は    のすぐ東

です、    を渡ってすぐです。問題は無いと思いますのでよろしくお願い

します。 

 

議  長   ありがとうございます。２番、３番お願いします。 

 

椋下委員   ７番 椋下です。２番につきまして、１２日に農業委員、地元推進委員、事

務局で現地確認を行いました。場所は、２番の上稲葉から約３００ｍくらい南

へ向かいます。 

申請人の    さんは、今後農業を意欲的にされることと思いますので事

務局の説明通り何ら問題は無いと思います。 

３番につきまして、    様と    様でございますが、これにつきま

して１２日に、農業委員、地元推進委員、事務局で現地確認を行いました。場

所は庄田町でございます。    を約２００m から３００m ぐらいのところで

す。事務局の説明通りで何ら問題は無いと思います、よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。４番、５番お願いします。 

 

片岡委員   ２３番 片岡です。４番、５番は１２日に農業委員、地元推進委員さんとの

立ち会いで、現地確認を行いました。 

お互いに近い方を交換されたようでして、    さんは、自分の土地に隣

接するということですのでまったく問題がないので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。６番お願いします。 
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西森委員   １７番 西森です。６番につきましては、地図を利用しての資料１６です。 

１２日に農業委員、地元推進委員さんとで現地確認を行いました。 

    がありまして、    の方を向いていく通りなんですけれども、

この大きな通りの真横で景観も非常にいい場所で、荒れるようなことになって

いくのではないかと心配もあったのですが、今現在は、田植えがきっちりして

ありまして手入れの方もきちんと出来ているようなそういう状況でございまし

た。 

問題ないと判断させていただきました。事務局の説明通りですのでよろしく

お願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。７番、８番よろしくお願いします。 

 

結城委員   １８番 結城です。７番と８番、八知について説明させていただきます。 

７番は津市空き家バンクを利用し、農地を取得して耕作をしたいということ

でございます。また、地元推進委員さんの意見も合致しております。 

８番は下之川、地元推進委員さんと立会いの元、渡し人は転居し、良い耕作

ができない為、受人に耕作を教えようと、それで現在に至っているということ

で、    さんが継ぐということで合意したということでございます。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

んのご意見もお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。 

 

守山委員   １５番 守山です。ちょっとよろしいでしょうか。８番の下之川の件で聞き

たいんですが。この    さんっていう方が住所が名古屋になってるんです

が。 

 

結城委員   名古屋に住所があって、津市在住ではありません。だけれども    さん

ってご存知ありませんか。その人の息子さんが名古屋にある企業に就職してみ

えて、もう定年になっているようです。 

 

守山委員   すると耕作はできるんですね。 

 

結城委員   できます。 

 

守山委員   昔は 1 時間以内とか１０㎞とか限られてましたけど。 

 

結城委員   1 週間に１度は通ってみえます。それで耕作してる。 

 

守山委員   はい、ありがとう。わかりました。 

 

議  長   他に皆さんから何か。よろしいですか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、意見もないようですのでお諮りします。ただいま審議をいただき
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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。 

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取消願

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   それでは、議案書１４ページになります。 

議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請取消願について（農

業委員会許可）でございます。 

番号１、地区 下多気、申請者     、申請地 美杉町下多気漆 

    、台帳地目・現況地目とも田、面積８２９㎡外１筆、合計面積 

１，４８６㎡です。 

これにつきましては、平成２８年１月２５日に、転用目的を植林で許可した

案件ですが、獣害が予想されることから、転用目的を資材置場に変更して再度

申請したいとのことで、許可の取消願いが提出されております。 

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たいと思います。 

 

結城委員   １８番 結城です。１番 下多気について、説明させていただきます。 

この案件は先月でしたか、植林するということで出てきました。 

しかし、獣害対策で、網張ったりするのが相当費用が必要ということで、や

むを得ず申請を変更ということでした。第３号議案の６番でも同様です。そう

いうことで利用計画の変更が生じた為に取り下げしたいということです。よろ

しくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。地元委員の説明がございましたがみなさん方にご意

見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。 
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事 務 局   １５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 栗葉、申請者     、申請地 庄田町中川原    、 

台帳地目・現況地目とも畑、面積１９８㎡です。 

これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。隣接一

体利用地を含めたパネル設置面積は、９１．２６㎡、不整形地でありますこと

から、土地の利用率といたしましては全体面積の２５．６％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 栗葉、申請者     、申請地 庄田町貝下    、台

帳地目 畑、現況地目 宅地、面積３２７㎡。 

これにつきましては、申請地を一般個人住宅用地及び農業用倉庫用地とする

ものです。 

なお、申請地は申請人が取得する以前から宅地となっており、その経過書が

提出されてお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３、地区 栗葉、申請者     、申請地 庄田町貝下    、台

帳地目 畑、現況地目 宅地、面積２３１㎡ 外２筆、合計面積８７１㎡。 

これにつきましては、申請地を一般個人住宅用地、農業用倉庫用地及び山林

とするものです。 

なお、申請地は平成１２年以前からこの目的で既に利用されておりまして、

始末書が提出されてお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 八ッ山、申請者     、申請地 白山町山田野田中名 

    、台帳地目・現況地目とも田、面積１，０２１．９５㎡。 

これにつきましては、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、４１９．０２㎡、転用面積の４１％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 八知、申請者     、申請地 美杉町八知山ヶ広    、 

台帳地目 田、現況地目 山林、面積１，０９７㎡。 

これにつきましては、平成元年に申請地に植林されており、始末書が提出さ

れてお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６、地区 下多気、申請者     、申請地 美杉町下多気漆    、 

台帳地目 田、現況地目 雑種地、面積８２９㎡ 外１筆、合計面積 

１，４８６㎡。 

これにつきましては、先ほどの議案第２号で許可の取消をした案件で、転用

の目的を資材置場用地とするものですが、本年４月から既にこの目的で利用さ

れており、始末書が提出されてお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６件で、合計面積は５，０００．９５㎡、このうち田が 

３，６０４．９５㎡、畑が１，３９６㎡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。 
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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番から３番お願いします。 

 

椋下委員   ７番 椋下です。１番の    さんの畑でございますが、これにつきまし

ては場所は庄田町中川原地区のところでございます。地図は資料の１０番でご

ざいます。 

これは、１２日に農業委員、地元推進委員、事務局で現地確認を行いました。

事務局の説明通り問題はないと考えます。 

２番の    さんは、これにつきまして農業委員、地元推進委員、事務局

で現地確認を行いました。場所は３条申請のところでございますので     

の２００から３００ｍくらいのところでございます。 

これも事務局の説明の通り問題ないと思っております。 

それから３番目の    さん。これも同じところでございますもので、事

務局説明の通り何ら問題は無いと考えます。以上でございます。 

 

議  長   ありがとうございます。４番お願いします。 

 

西森委員   １７番 西森です。１２日に千㎡を超えているということで、会長以下、地

元推進委員、事務局で現地確認を行いました。場所は資料の１３番です。 

    の中間くらいの所です。集落に囲まれ、耕作しにくいような場所です。 

地元推進委員さんの話では３年ほど前までは担い手さんが耕作していたそう

ですけど、その担い手さんも機械の大型化とかいうことで耕作が難しくなり、

３年ほど手をつけていないというような状況でございました。 

太陽光発電ということで、周りの影響がないということも業者さんから確認

を取れたということですので、事務局の説明とおり問題ありません。 

 

議  長   ありがとうございます。５番、６番お願いします。 

 

結城委員   １８番 結城です。５番 八知について説明いたします。１２日に会長、部

会長、地元推進委員、事務局と現地確認を行いました。申請地の周辺は、もう

山林ばかりで農地に戻すということは不可能です。 

申請人のお父さんが年齢的にももう耕作ができないということで現在に至っ

たということです。よろしくお願いします。 

それから６番 下多気につきましては、議案第２号で報告済みの案件でござ

います。申請地は山間地域の農地で農産物の管理はたいへん難しく、獣害も酷

く収穫の可能性が無いということで推進委員さんとも意見は合致しております

ので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。ただいま地元委員さんから説明ございました

が、皆さん方のご意見をお伺いしたいと思います。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３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   １６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 久居、受人      代表取締役     、渡人  

     申請地 新家町西川原    、台帳地目・現況地目とも畑、面積

６４７㎡外１筆 合計面積１，１４９㎡です。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、太陽光発電施設

用地とするものです。 

パネル設置面積は、３６６．６㎡、土地が不整形地で法面が多く、また管理

用の駐車スペースを確保したいことから、設置率は転用面積の３１．９％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 久居、受人     、渡人     、申請地 新家町岸

林山    、台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積６５㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、庭用地とするも

のですが、平成１０年ごろから、この目的で使用されており、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３、地区 栗葉、受人      代表取締役     、渡人  

    、申請地 稲葉町下鴻野    、台帳地目・現況地目とも畑、面積

６９８㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、太陽光発電施設

用地とするものです。パネル設置面積は４６４．９４㎡、転用面積の６６．６％

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      代表社員     、渡人    、

申請地 稲葉町北出    、台帳地目・現況地目とも田、面積２，０４９㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、太陽光発電施設

用地とするものです。 

パネル設置面積は５３１．３６㎡、日影部分を避けて設置するため、転用面

積の２５．９％になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号５、地区 波瀬、受人      代表者     、渡人     申

請地一志町波瀬猪ノ谷    、台帳地目・現況地目とも田、面積２１１㎡外

２筆 合計面積２，２６０㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、地域で利用する

憩い広場及び駐車場用地とするものです。 

なお、平成２３年ごろ、申請地の一部に植樹がされており、所有者から始末

書が提出されております。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号６、地区 竹原、受人     、渡人     、申請地 美杉町竹

原宮ノ下    、台帳地目・現況地目とも畑、面積７２㎡。 
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これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、仕事で利用する

ための駐車場とするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号７、地区 奥津、受人     、渡人     、申請地 美杉町奥

津羽根田    、台帳地目・現況地目とも畑、面積７２．７２㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、物置及び駐車場

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８、地区 上多気、受人     、渡人     、申請地 美杉町

上多気土井沖    、台帳地目 田、現況地目 雑種地、面積７７６㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、建設用の資材置

場用地とするものですが、平成７年ごろから受人はこの目的で申請地を利用し

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９、地区 下多気、受人      代表取締役     、渡人  

    、申請地 美杉町下多気六田    、台帳地目・現況地目とも畑、

面積１１５㎡外２筆 合計面積１，１１９㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、太陽光発電施設

用地とするものです。パネル設置面積は５３１．３６㎡、転用面積の４７．５％

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、９件、合計面積は８，２６０．７２㎡、この内訳は、田が 

４，９００㎡、畑が３，３６０．７２㎡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   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。１２日に、会長、部会長、農業委員、地元推進委員１名で

現地確認を行いました。場所は     に沿ってそこからちょっと北の方へ

２００ｍくらい来たところです。昔ここで    をしていたような空き地で、

畑ですのでよろしくお願いします。 

２番は、    から北へ３００ｍくらい行ったところ    の中ほどで

す。太陽光発電をするとのことです。何ら問題ないと思いますのでよろしくお

願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。３番、４番お願いします。 

 

椋下委員   ７番椋下です。３番につきまして、    さんでございます。この件に関

しまして１２日に農業委員、地元推進委員、事務局で現地確認を行いました。

場所は    の東です。 

これは４月の部会で承認をいただいております物件の作業用道路として利用

していた場所でございます。事務局の説明通り何ら問題は無いと思います。 

それから４番の    さんの件でございますが、これにつきましては１２

日の午後に、会長、部会長、地元推進委員、事務局とで確認をさせていただき

ました。場所は稲葉町北出地内でございます。事務局の説明通りで何ら問題は
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無いと考えます。どうぞ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。 

 

宮本委員   １４番 宮本です。５番、波瀬地区、申請者の地主さんは波瀬出身の方で現

在は、愛知県にお住まいのようですが、かなり荒れている土地です。この該当

の土地のもう少し左下に山があります。ここが    という山で遺跡になっ

てまして、この辺を    の地区の方が結構整備をしてまして、以前から活

用してみえるようでございます。土地を取得するということでございました。

地元推進委員さんは何も問題ないとのことでございました。 

 

議  長   ありがとうございます。６番お願いします。 

 

結城委員   １８番 結城です。６番、７番、８番、９番と続けて説明させていただきま

す。まず６番 竹原につきましては駐車場のスペースが必要になり申請をしま

した。 

申請理由は、    さんという方は林業で４ｔトラックをもって材木を運

ぶもので、白山に住んでいるのだけれども竹原で空き家を購入して、畑を購入

し駐車場にしたいということで申請されました。 

７番 奥津は、住居の隣接地を買い受けて作業場を建てるということでござ

います。 

それから８番、これは建設用資材の置場、これは平成７年から現在に至って

いるということで始末書の提出もあるということで、地元推進委員さんも了解

しております。 

それから９番 下多気については、これは千㎡以上ありますので、会長、部

会長、地元推進委員、事務局で現地確認を行いました。土地の有効利用等を図

り太陽光発電パネルを設置して再生エネルギーの生産ということで隣地の許可

もありますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。ただいま地元委員から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。よろしいですか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   意見もないようで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。 

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   それでは１７ページをお願いいたします。 
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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）でございます。 

番号１、地区 栗葉、借人     、貸人     、申請地 庄田町西

川原    、台帳地目・現況地目とも畑、面積１，０８７㎡です。 

これにつきましては、借人は、貸人と２０年間の賃貸借契約を締結し、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、４８７．０８㎡で、転用面積の４４．８％にあたります。

農地区分は、第２種農地と判断されます。 

件数はこの１件で、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した。事務局の説明がありましたが、現地に立ち会った

地元委員のご意見をお伺いしたいと思います。 

 

椋下委員   ７番 椋下です。この件も太陽光です。面積は１，０８７㎡で、会長、部会

長、地元推進委員、事務局とで現地確認を行いました。場所は資料の４５番で

ございますが、これも庄田町中川原の地内の西のところでございます。事務局

の説明通りで何ら問題は無いと思います。 

 

議  長   ありがとうございます。地元委員より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。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは意見が無いようで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５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。議案第５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   １８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 久居、借人     、貸人     、申請地 戸木町沓

硲    、台帳地目・現況地目とも畑、面積２３１㎡。 

これにつきましては、借人は、貸人と２０年間の使用貸借権を設定し、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、１５７．４４㎡で、転用面積の６８．２％にあたりま

す。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号２、地区 小山、借人     、貸人     、申請地 一志町小
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山松葉小辺    、台帳地目・現況地目とも畑、面積４９９㎡。 

これにつきましては、借人は、貸人と２０年間の使用貸借権を設定し、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３、地区 大三、借人     、貸人     、申請地 白山町二

本木沖広    、台帳地目・現況地目とも畑、面積５２５㎡。 

これにつきましては、借人は、貸人と２０年間の使用貸借権を設定し、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、３２６㎡で、転

用面積の６２．１％にあたります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

以上、件数は３件で、合計面積は畑で１，２５５㎡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   ありがとうございます。事務局より説明がありましたが、現地に立ち会った

地元委員のご意見をお伺いしたいと思います。 

 

田口委員   ６番 田口です。１２日に現地確認しました。農業委員、地元推進委員、事

務局で現地確認を行いました。事務局の説明通りでございます。場所は久居の

青葉台という団地のちょうど北の端です。    の南で、公園のすぐ北側で

す。別に何ら問題は無いと思いますのでよろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。２番お願いします。 

 

宮本委員   １４番 宮本です。この該当の土地は    さんの娘さんが住宅を建てる

ということで転用されるようでございます。昔から傍に牛舎があった場所でず

っと畑というか荒地というか、そんな感じになっております。地元の委員さん

３名にご出席いただいて、何も問題ないということでしたのでよろしくお願い

します。 

 

議  長   ありがとうございます。３番お願いします。 

 

中谷委員   １６番 中谷です。１２日に農業委員、地元推進委員、事務局で確認をさせ

ていただきました。場所は    から東の方へ約４００ｍほど行ったところ

です。    さんは息子さんでしてお父さんの家と息子さんの家と２軒並ん

でいるところです。作物を作るにも不便なところでして、太陽光発電用地とし

ていただければ有効利用できるかと思われますので何ら問題は無いかと思いま

す。 

 

議  長   はい、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   それでは意見なしとして、お諮りをいたします。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。 
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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６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７号、買受適格証明願（公売）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１９ページをお願いします。 

議案第７号 買受適格証明願（公売）についてでございます。 

これにつきましては、三重地方税管理回収機構が行う公売に参加するための

買受適格証明でございます。 

公売の対象農地は、久居明神町風早    、台帳地目・現況地目とも田、

面積１，００４㎡です。 

番号１につきましては、願出人     取締役     、 

番号２につきましては、願出人     、 

番号３につきましては、願出人     、 

落札した場合の土地利用はいずれも太陽光発電施設用地となっております。 

なお、パネルの設置面積は、いずれも、転用面積の概ね４０％余りとなって

おります。また、農地区分は、第２種農地と判断されます。 

いずれの案件も、第５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。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、現地に立ち会った

地元委員のご意見をお伺いしたいと思います。１番、２番、３番、お願いしま

す。 

 

田口委員   ６番 田口です。１番、２番、３番、これは事務局の説明通りでございます。

場所は    があります。    そこのすぐ北側の田です。別に何ら問題

ないと思います。よろしくお願いします。 

 

議  長   それで、３つともよろしいですか。はい、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、皆さんのご意見も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   それでは意見なしとして、お諮りをいたします。ただいま審議をいただきま

した第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。 

続きまして、議案第８号、非農地証明願についてを議題といたします。事務
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局の説明をお願いします 

 

事 務 局   それでは２０ページをお願いします。 

議案第８号 非農地証明願について でございます。 

番号１、地区八知、願出者     、申請地 美杉町八知石屋口    、

台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積６２１㎡です。 

これにつきましては、建物の全部事項証明書により、昭和３３年に居宅が建

築され、その後増築などがされていることが確認できます。 

このことから、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、これは、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号の規定に該当することから、農地では無い旨の証明をしても差し支えな

いものと考えます。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。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。１番 八知について説明いたします。建築主は不明であ

るんですが、主である建物は昭和３３年頃に新築された。後、昭和４５年にま

た増築され、いろいろ建てておられる方でございまして、付属建物１号が昭和

５１年に新築されて現在建っているということです。 

推進委員さんも了解しており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す。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８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８号については証明することに決定し

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９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９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枚目で、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、下の合計欄でご説明させていただきます。 

       久居地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で１２，７３６㎡、畑の賃

貸借、で３，７２５㎡、契約件数は８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１６，５１１㎡、畑の使
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用貸借で４１９㎡、契約件数は１９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、所有権移転で 

２０，３７２㎡、契約件数は８件でございます。 

美杉地区につきましては、田の使用貸借で５４８㎡、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、所有権移転で５０，１６７㎡、

畑の集積が、賃貸借、使用貸借で４，１４４㎡、合計契約件数は３６件、合計

面積は５４，３１１㎡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３件、一志地区４件、白山地区３

件で合計１０件、合計面積は２８，９５９㎡でございます。 

       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。 

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した。事務局の説明が終わりましたが、皆さん方のご意

見をお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは意見なしとしてお諮りします。ただいま審議をいただきました議案

第９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９号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。以上で全て本部会に付議されました議案の全て

は審議をいただきました。ありがとうございます。 

 

 

 

 

 

 

                                 午後４時３３分 

 

 

上記は、第５回第２農地部会の議事を録したものである。 

 

  平成２８年５月１８日 

 

 

                     議事録署名者              

 

 

                     議事録署名者              


