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第 １１ 回 第 ２ 農 地 部 会 議 事 録 

 

日      時  平成２９年１１月１６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   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諸戸
も ろ と

 善
よし

昭
あき

 

          22中野
な か の

たつ子
こ

・23片岡
かたおか

 眞
まさ

郁
いく

 

                                    以上１０名 

 

欠 席 部 会 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・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：坂口担当主幹 白山：村山担当副主幹 

          美杉：前山主査 

 

議 事 録 署 名 者   7椋下
むくした

 保
たもつ

・17西森
にしもり

 偉
よし

統
のり

 

 

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 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申請について 

 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（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（賃貸借権） 

 議案第５号 非農地証明願について 

 議案第６号 農地法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１１回第２農地部会を開会させていただきます。 

       本日の議事録署名に指名させていただきます。７番 椋下 保委員、１７番

 西森偉統委員、よろしくお願いします。 

       それでは、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、よろしくお願いします。 

 

事 務 局   大変失礼ですけども、座って説明させていただきます。よろしくお願いいた

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から７で、合計件数は７件、合計面積は、田で２万２，２４０㎡でご

ざいます。 

       これにつきましては、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８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１２で、８ページをお願いします。 

       件数は合計で１２件、合計面積は６万６，４８２．３８㎡で、その内訳は田

が４万７，６８２．３８㎡、畑が１万８，５９７㎡、その他、これは台帳地目

が山林となっている農地ですが、これが３０３㎡でございます。 

       これにつきましては、相続の届出でございます。 

       なお、現況地目が宅地など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。 

       ９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、一般個人住宅用地 

       番号２、太陽光発電施設用地の２件で、面積は畑で９３８㎡でございます。 

       １０ページをお願いします。 

       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、店舗用地の１件で、面積は２，３１６㎡、このうち田が１，２４９

㎡、畑が１，０６７㎡でございます。 

       １１ページをお願いいたします。 

       報告第５号 時効取得による所有権の移転でございます。 

       番号１、権利者    、申請地は畑で２２㎡、取得年月日は平成９年２月

２４日でございます。 

       こ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、取得時効が完成しております。 

       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。 
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議  長   ありがとうございました。 

       事務局から報告がありましたとおりです。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（所有権移転）を

議題とします。 

       事務局、説明願います。 

 

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（所有権移転）で

ございます。 

       番号１、地区 久居、受人     、面積 ６，０８０㎡、渡人    

 、面積 １，６４３㎡、申請地 木造町西塚越    、台帳地目・現況地

目とも畑、面積 ６２１㎡。 

       これにつきましては、受人は、高齢化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２、地区 久居、受人     、面積 １万７，６１１㎡、渡人  

   、面積 １万７，６１１㎡、申請地 久居小野辺町城ノ越    、台

帳地目・現況地目とも畑、面積 ８９２㎡。 

       これにつきましては、後継者である孫への贈与になります。 

       番号３、地区 久居、受人     、面積 １万７，６１１㎡、渡人  

   、面積 １万７，６１１㎡、申請地 久居小野辺町畑山新田    、

台帳地目・現況地目とも畑、面積 １，０７４㎡。 

       これにつきましては、後継者である子への贈与になります。 

       番号４、地区 栗葉、受人     、面積 ８，００４㎡、渡人    

 、面積 ２，７２４㎡、申請地 森町加村垣内    、台帳地目・現況地

目とも畑、面積 １８９㎡外１筆、合計面積 ５９６㎡。 

       これにつきましては、受人は、耕作に便利であることから、兼業のため営農

を縮小する渡人から申請地を譲り受けるものです。 

       番号５、地区 家城、受人     、面積 ５，１６７㎡、渡人    

 、面積 １，０５６㎡、申請地 白山町北家城下出    、台帳地目・現

況地目とも田、面積 １，０３７㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人に要望して申請地を譲り受け、営農を拡

大するものです。 

       番号６、地区 八ッ山、受人     、面積 ５，６３９㎡、渡人   

  、面積 ３，４５６㎡、申請地 白山町山田野下広    、台帳地目・

現況地目とも田、面積 ３０１㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人に要望して申請地を譲り受け、営農を拡

大するものです。 

       番号７、地区 竹原、受人     、面積 ３，５７４㎡、渡人    

 、面積 ９，２６１．７７㎡、申請地 美杉町竹原瀬木    、台帳地目・

現況地目とも田、面積 ６５４㎡。 

       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、営農を拡大するものです。 

       番号８、地区 下之川、受人     、面積 ８，３５１㎡、渡人   

  、面積 ３，８７３㎡、申請地 美杉町下之川鴉谷    、台帳地目・
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現況地目とも畑、面積 ６９７㎡。 

       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、営農を拡大するものです。 

       番号９、地区 下之川、受人     、渡人     、面積 ２，３４

６㎡、申請地 美杉町下之川神山    、台帳地目・現況地目とも畑、面積

 ２７１㎡外１筆、合計面積 ５３８㎡。 

       これにつきましては、受人は、美杉地域における空き家取得に伴う別段面積

を適用して、農地を取得するものです。 

       以上、件数は９件で、合計面積は、６，４４６㎡、このうち田が２，０２８

㎡、畑が４，４１８㎡でございます。 

       この案件につきまして、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、

許可要件の全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

見を伺います。１番から３番、お願いします。 

 

田口委員   ６番、田口です。１番について、ただいま事務局の説明したとおりでござい

ます。場所は、    を東に約５００メートルのところでございます。これ

は諸戸さんと椋下さん、それから地元推進委員とこれを見てまいりました。 

       ２番、３番は場所がよく似ていますので、これは    の南に約１００メ

ートルのところです。それと、これも諸戸委員と地元推進委員で、別に何ら問

題は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。 

       ４番、お願いします。 

 

椋下委員   ７番、椋下でございます。１０日の日に部会長、それから田口委員、それか

ら地元推進委員と私とで現地確認をさせていただきました。場所は    の

北約３００メートルのところでございます。事務局説明のとおりでございまし

て、何ら問題はないと考えますので、よろしくご審議願います。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       ５番、６番、お願いします。 

 

西森委員   １７番、西森です。まず、５番の家城のところですが、１１月１０日、中谷、

西森両委員と地元推進委員、それから事務局という面々で、立ち会いをさせて

いただきました。場所ですが、    の雲出川対岸３００メートルほど北側

へ行ったところでした。現況はきれいに田んぼとして管理されているところで

した。後のまた田から田に使用されるということで、何ら問題ないようなとこ

ろと思われました。 

       それから、６番、八ッ山のほうですが、これも同じメンバーで中谷、西森両

委員と、それから地元推進委員と事務局ということで立ち会いをさせていただ
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きました。場所ですが、これもちょっとわかりにくいのですが、    の南

側、   を挟むんですけども、田んぼの周りに何もないようなところなんで

すが、現況も田のまま使用されていたということで、また田のまま使われると

いうことで、こちらのほうも何ら問題ないと考えております。 

       以上です。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       ７番から９番、お願いします。 

 

結城委員   １８番、結城でございます。７番の竹原から下之川８、９と説明をいたしま

す。 

       １０日の日に、地元推進委員と事務局で現地調査をいたしました。耕作をし

ていた    さんがその隣の田も耕作をされるということです。そういうこ

とでございます。 

       それから、下之川はこれも同じ１０日の日に、地元推進委員と事務局で現地

の確認をいたしました。この件は登記をつける手続をしたいので、申請をした

ということでございます。 

       それから、下之川の９番については、これも同じ地元推進委員と現地確認を

いたしました。受人は自然豊かな美杉でぜひ農業とか生活をしたいということ

で、所有権移転をしたいということでした。その裏の畑については、立派な野

菜が十分ついていました。 

       以上でございます。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       久居地区ですけど、前回から、推進委員さん全員が２班に分かれて回らせて

いただいて、やっぱり皆さんも喜んでおり、まだ回ってない方もやっぱり打ち

解けて、正解だったと思います。気心も知れますしね。中のこともよくわかっ

て、一層団結ができたと思います。 

       何かこの件について、皆さん方。ご意見あったら。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につい

てを議題とします。 

       事務局、説明願います。 

 

事 務 局   １３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でございま

す。 
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       番号１、地区 久居、申請者     、申請地 新家町小部    、台

帳地目 畑、現況地目 雑種地、面積 ６７５㎡外１筆、合計面積 １，６６

３㎡。 

       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、４７５．２㎡、利用率といたしましては土地が不整形で

ありますことから転用面積の２８．６％になります。 

       なお、４月からこの目的で造成しており、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２、地区 久居、申請者     、申請地 久居明神町コボレ山  

  、台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積 ２２㎡。 

       これにつきましては、申請地を、倉庫用地とするものですが、昭和４９年ご

ろからこの目的で使用しており、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２件、合計面積は、１，６８５㎡、このうち田が９８８㎡、畑

が６９７㎡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

の全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、２番、お願いします。 

 

田口委員   ６番、田口です。去る１０日の日に、午後から会長を初め部会長、事務局、

私と地元推進委員で見てまいりました。場所は    の西約１００メートル

の道挟んだ隣ぐらいです。埋め立ても早い時期からしておったということで、

これ以外は、何も問題ないと思います。 

       ２番ですけど、これは諸戸委員と椋下委員と、それから地元推進委員で行っ

てまいりました。場所は    のすぐ西隣で、空き地みたいになって、何も

できないような場所ですので、これも何ら問題ないと思います。よろしくお願

いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       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。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いたします。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＞ 
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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と決定し

たいと思います。 

       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（所有権移転）を議題とします。 

       事務局、説明願います。 

 

事 務 局   １４ページ、１５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（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 新家町浜

井場    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ６５４㎡外２筆、合計面積

 １，７８４㎡。 

       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、５６１．６㎡、南側のり面などの日陰部分を避けて設置

することから利用率といたしましては転用面積の３１．５％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、受人     、渡人     外２名、申請地 稲

葉町寺平尾    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ７６㎡外２筆、合計

面積 １，１６６㎡。 

       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、５４４．３２㎡、転用面積の４６．７％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号３、地区 栗葉、受人     、渡人     、申請地 稲葉町下

鴻野    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ５８１㎡外１筆、合計面積

 １，１３９㎡。 

       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、６３０．９９㎡、転用面積の５５．４％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 川合、受人     、渡人     、申請地 一志町小

山中野    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ２６４㎡。 

       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５、地区 川口、受人     、渡人     、申請地 白山町川

口大角    、台帳地目・現況地目 田、面積 １１２㎡外２筆、合計面積

 １，４１４㎡。 

       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、６８６．４㎡、転用面積の４４．４％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号６、地区 倭、受人     、渡人     外１名、申請地 白山

町南出下出    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 １１４㎡外１筆で、
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合計面積 は１，５０１㎡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、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル面積設置は、４８０．９６㎡、傾斜地への設置が困難であるとのこと

で、利用率といたしましては転用面積の３４．７％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号７、地区 八手俣、受人     、渡人     、申請地 美杉町

八手俣梅ヶ広    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ７６１㎡。 

       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、３７４．０８㎡、利用率といたしましては転用面積の４

９．２％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号８、地区 八手俣、受人     、渡人     外１名、申請地 美

杉町八手俣梅ヶ広    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ２３９㎡外１

筆、合計面積 ８８９㎡。 

       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、２２７．１２㎡、土地が不整形でありますことから利用

率といたしましては転用面積の２５．５％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号９、地区 八手俣、受人     、渡人     、申請地 美杉町

八手俣梅ヶ広    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ３５７㎡。 

       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、１０６．８８㎡、土地が不整形でありますことから利用

率といたしましては転用面積の２９．９％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号１０、地区 下之川、受人     、渡人     、申請地 美杉

町下之川大作    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ７５０㎡。 

       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、４８０．９６㎡、利用率といたしましては転用面積の６

４．１％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１０件で、合計面積は、１万２５㎡、このうち田が６，６８８

㎡、畑が３，３３７㎡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、

許可要件の全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。 

       それでは、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。 
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田口委員   １番、去る１０日の午後、現場を見てまいりました。会長、部会長、事務局

と、それから地元推進委員、それと私と見てまいりましたけど、場所は新家の

    の西へ約２００メートルのところです。これは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。 

       ２番、３番、お願いします。 

 

椋下委員   ７番、椋下でございます。これも１０日の日に、守山会長、諸戸部会長、そ

れから地元推進委員と事務局と私で確認をさせていただきました。場所につき

ましては、    の南へ約３００メートルのところでございまして、先月に

もこの横の物件がございました。事務局説明のとおりでございまして、何ら問

題はないと考えますので、よろしくご審議願います。 

       それから、３番でございますが、これも守山会長、それから諸戸部会長、そ

れから地元推進委員と事務局と私とで確認をさせていただきました。場所につ

きましては、    のバス停の東へ約１００メートルのところで、事務局説

明のとおりでございまして、何ら問題はないと考えますので、よろしくご審議

願います。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       ４番、お願いします。 

 

片岡委員   ２３番、片岡でございます。１１月１０日の日に、守山会長を初め、宮本委

員、それから地元推進委員、それから私と事務局を入れまして、確認をさせて

いただきました。先ほど事務局のほうからご報告をいただいた内容のとおりで

ございます。何ら問題はないということで確認させていただいております。ど

うか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。 

 

中谷委員   １６番、中谷です。１０日の日に、会長、部会長、それと事務局、地元推進

委員、西森、中谷両委員と事務局、それと業者にも立ち会いをしていただきま

した。場所は、    の東１００メートルほどのところです。渡人は親から

相続をした土地ではありますけども、遠方住まいのため耕作もできず、またこ

の土地は進入路も狭く、水も天水と湧き水だけしかありませんでした。今後の

ことも考えて、手放すことを検討中にこの話が入ってまいりまして、所有権を

移転するということで話がまとまったようですので、よろしくお願いします。 

       ６番のほうですけども、これも同じく会長と部会長、事務局、地元推進委員、

西森、中谷の両委員、それと行政書士にも立ち会いをしていただきました。場

所は、    の南に１００メートルほどのところです。これも小高いところ

の上で、別に周りに害を及ぼすようなところではないと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       ７番から１０番、お願いします。 
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結城委員   １８番、結城です。７番、８番、９番、１０番と続けて説明させてもらいま

す。 

       ７番から９番は全く同じところで、場所も同じところでございます。再生エ

ネルギーの開発ということで申請されましたので、よろしくお願いしたいと思

います。 

       １０番の下之川は、これも地元推進委員と現地確認をいたしました。申請人

は申請地を管理するのが難しく、現在も草だけ刈っておるというだけで、草が

生えるよりも太陽光をしてもろうたほうがええんじゃないかということで、意

見は合意いたしま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。 

       ただいま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

らお聞きしますが。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。 

       引き続きまして、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（賃貸借権）を議題とします。事務局、説明願います。 

 

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（賃貸借権）

でございます。 

       番号１、地区 下多気、借人     、貸人     、申請地 美杉町

下多気下之世古    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ５０２㎡のうち

２５１㎡。 

       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、

申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、１７７．１２㎡、転用面積の７０．６％になります。 

       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、合計面積は、田で２５１㎡でございます。 

       この案件につきまして、農地法第５条第２項各号には該当しないため、許可

要件の全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、地元委員のご意見をお伺いします。 

       お願いします。 

 



 11

結城委員   １８番、結城です。下多気１番については、１０日の日に地元推進委員と現

地を確認いたしました。申請人は高齢で管理ができず、賃貸借権で太陽光発電

施設をしたいとのことです。自然エネルギーの開発事業ということで、賃貸借

でするということですので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       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ます。よろ

しいですか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞ 

 

部 会 長   それでは、お諮りいたします。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＞ 

 

部 会 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を議題とします。事務局、

説明願います。 

 

事 務 局   １７ページをお願いいたします。 

       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 久居、願出者     、申請地 久居小野辺町東山神  

  、台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積 ７．１２㎡外１筆、合計面積 １

５０．１２㎡。 

       これにつきましては、提出されております津市発行の課税証明書により、申

請地には、平成３年に既に車庫が建築されていることが確認できます。 

       番号２、地区 久居、願出者     、申請地 久居相川町北相川   

 、台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積 １４１㎡。 

       これにつきましては、提出されております津地方法務局発行の建物の全部事

項証明書により、申請地には昭和４５年１１月３０日に居宅が建築されている

ことが確認できます。 

       番号３、地区 栗葉、願出者     、申請地 森町加村垣内    、

台帳地目 畑、現況地目 道路、面積 ４６㎡外１筆、合計面積 ５３．５１

㎡。 

       これにつきましては、提出されております平成４年１０月２２日国土地理院

撮影の航空写真により、申請地は、このとき既に宅地化していることが確認で

きます。 

       以上件数は３件で、いずれの案も、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   ありがとうございます。 

       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ます。 

       １番と２番、お願いします。 

 

田口委員   ６番、田口です。これも去る１０日の午前中に見てまいりました。諸戸委員

と椋下委員と私と事務局、そして地元推進委員です。これも事務局説明のとお

りです。何も問題ないと思います。 

       ２番は、これも中勢バイパスの    南へ約１キロのところです。これも

諸戸委員と椋下委員と、それから地元推進委員で見てまいりましたけど、これ

も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、お願いします。 

 

椋下委員   ７番、椋下でございます。これも去る１０日の日に、諸戸部会長、それから

田口委員と、それから地元推進委員と、それから事務局と私とで確認をさせて

いただきました。場所も    の北３００メートルぐらいのところでござい

まして、事務局説明のとおりでございまして、何ら問題はないと思います。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       地元委員の説明は終わりましたが、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、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と決定し

たいと思います。 

       次に、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します。 

      事務局、説明願います。 

 

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。 

       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１万９，６０６㎡、

畑の賃貸借、使用貸借で７，５３０㎡、契約件数は１８件でございます。 

       一志地区につきましては、田の賃貸借で３万９，５８９㎡、契約件数は２６

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１万９，６５６㎡、契約

件数は８件でございます。 
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       美杉地区につきましては、田の使用貸借で４，４４７㎡、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８万３，２９８㎡、

畑の集積が賃貸借、使用貸借で７，５３０㎡、合計契約件数は５５件、合計面

積は９万８２８㎡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６件、一志地区９件、白山地区３件

で、合計１８件、合計面積は４万５，３５３㎡でございます。 

       なお、今回の利用集積計画のうち、件数で３３．９％、面積では４９．９％

が認定農業者に集積されております。 

       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

の制限に該当する案件がございますので、ご審議いただくに当たりまして、ご

配慮いただきますようよろしくお願いします。 

       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、今回の案件のうち、初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、先に審議をい

ただきます。 

       整理番号１５番についてです。 

           委員、一時退室をお願いします。 

 

       ＜ 退  室 ＞ 

 

議  長   それでは、この１件についていかがでしょうか。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。 

       入室をお願いします。 

 

       ＜ 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。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、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。 

       以上で、本部会に付議されました議案の審議は全て終了いたしました。あり

がとうございます。 

 

 

 

 

 

                                 午後２時４４分 

 

 

 

 

上記は、第１１回第２農地部会の議事を録したものである。 

 

  平成２９年１１月１６日 

 

 

                     議事録署名者              

 

 

                     議事録署名者              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


