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第 ５ 回 第 ２ 農 地 部 会 議 事 録 
 
 
日      時  平成３０年５月１６日（水）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
かた

岡
おか

 眞
まさ

郁
いく

 

                                  以上１０名 
 
欠 席 部 会 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・長谷川事務局次長・若松主査 
 
総 合 支 所   久居：藤巻担当主幹 一志：坂口担当主幹 白山：境担当副主幹 
          美杉：東山担当副主幹 
 

議 事 録 署 名 者  16中谷
なかたに

 秀也
ひ で や

・23片
かた

岡
おか

 眞
まさ

郁
いく

 
 

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号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 
 報告第５号 農地所有適格法人の定期報告について 
  

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 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用貸借） 
 議案第６号 非農地証明願について 
 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＞ 
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議   事   の   大   要 
 

議  長    それでは、第５回第２農地部会を開会いたします。 
        議事に入ります前に、議事録署名者を私の方から指名させていただきます。 
       １６番中谷秀也委員・２３番片岡眞郁委員、よろしくお願いします。 
        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   失礼ですけれ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ページから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９で、合計件数は９件、合計面積は２８，９３１㎡で、その内訳

は田が２７，５２３㎡、畑が１，４０８㎡でございます。 

       これらにつきましては、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。 

  

       ３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１０で、件数は合計で１０件、合計面積は５０，５６３.６３㎡で、

その内訳は田が３３，３８４㎡、畑が１６，７９６㎡、その他が番号１及び番

号２の宅地で３８３．６３㎡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。 

  

       ９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及び番号２、宅地分譲 

       番号３、駐車場用地 

       番号４、宅地分譲・アパート建築・駐車場用地 

      でございます。 

       以上、件数は４件で、合計面積は２，１３５㎡、この内訳は田が３２０㎡、

畑が１，８１５㎡でございます。 

  

 １０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、    、申請地は畑で６４㎡、取得年月日は昭和５２年

１２月６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、取得時効が成立しています。 
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       １１ページをお願いいたします。 

報告第５号 農地所有適格法人の定期報告について でございます。 

       番号１、有限会社    、主たる耕作物は水稲、耕作面積は、田で１２０

ｈａ畑で６．５ｈａ 合計１２６．５ｈａ。 

       番号２、有限会社    、主たる耕作物 水稲、耕作面積は、田６８ｈａ

 畑０．２ｈａ合計６８．２ｈａ。 

 番号３、株式会社    、主たる耕作物は水稲、耕作面積は、田で１．４

ｈａ。 

       番号４、有限会社    、主たる耕作物は茶、耕作面積は、畑で３．９ｈ

ａ。 

       以上件数は４件で、いずれの案件も、組織形態要件、事業要件、構成員要件、

業務執行役員要件のすべてを満たしております。 

  

       報告案件につきまして、以上で説明を終わります。よろしくお願いいたしま

す。 

 

議  長   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。 

       次に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（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   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 栗葉、受人     、面積 ５，６９５㎡、渡人    

  外１名、面積 ３，８３１．７５㎡、申請地 稲葉町稲里    、台帳

地目・現況地目とも畑、面積 ２５４㎡ 外１筆、合計面積 ４２５㎡。 

       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 ４４，００４㎡ 渡人   

  、面積 ５，４５２㎡ 申請地 稲葉町社宮司    、台帳地目・現況

地目とも田、面積 ３，０５５㎡。 

       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３、地区 波瀬、受人     、面積 ６，７３１㎡、渡人    

 、面積 ２，９６５㎡ 申請地 一志町波瀬岩ノ谷    、台帳地目・現

況地目とも畑、面積 １３２㎡ 外４筆、合計面積 ２，９６５㎡。 

       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要望を受け、

申請地を譲り受けるものです。 

  

       番号４、地区 川口、受人     、面積 ７，１０７㎡ 渡人    

 、面積 ２，１７１㎡ 申請地 白山町川口杉東    、台帳地目・現況

地目とも畑、面積 ４３９㎡。 

       これにつきましては、受人は、労力不足により営農を縮小する渡人から申請
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地を譲り受け、営農を拡大するものです。  

  

       番号５、地区 川口、受人 有限会社     代表取締役     、面

積 ４３６，８６８㎡ 渡人     、面積 ５，３９３㎡ 申請地 白山

町川口栗林    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ６７４㎡ 外３筆、

合計面積 ５，３８０㎡。 

       これにつきましては、受人は、労力不足により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６、地区 大三、受人     、面積 １７，４４３㎡ 渡人   

  、面積 ６，０９２㎡ 申請地 白山町二本木下岡前    、台帳地目・

現況地目とも田、面積 ２，００１㎡。 

       これにつきましては、受人は、労力不足により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。 

  

       以上、件数は６件、合計面積は、１４，２６５㎡、このうち田が１２，１３

０㎡、畑が２，１３５㎡でございます。 

       これら案件につきまして、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。事務局より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、２番、お願いします。 

 

椋下委員   7 番、椋下でございます。５月１４日に田口委員、地元推進委員３名と、久居

総合支所職員と私で確認をさせていただきました。場所は、    から約４

００ｍのところでございまして、事務局の説明どおりで何ら問題はないと考え

ますのでよろしくお願いします。２番ですが、これも１４日に田口委員、地元

推進委員３名と久居総合支所職員と私で確認をさせていただきました。場所は

    から西へ約４００ｍのところで、事務局説明どおりで何ら問題はない

と考えますのでよろしくご審議お願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。３番、お願いします。 

 

宮本委員   １４番、宮本です。１４日に守山会長、事務局、地元推進委員立会いの元で

確認させていただきました。問題のない小さな面積の農地ばかりをまとめて一

緒に渡すということで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。４番、５番、お願いします。 

 

中谷委員   １６番、中谷です。１４日に西森、中谷委員と地元推進委員、白山総合支所

の担当者で確認してまいりました。場所は    から東へおよそ２ｋｍの地

点で、畑ということで何ら問題ないかと思います。５番ですが、場所は   

 から東へ５００ｍほど名松線沿いの北南に分かれております。渡人が川口地
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区より転出される関係で耕作管理ができないことから、手放すということで何

ら問題ないかと思います。６番ですが、１４日に西森、中谷両委員と地元推進

委員、総合支所職員とで確認をしてまいりました。場所は国道１６５号線沿い

の    のお寺の南側にあります。この土地は受人の隣にありまして、耕作

に不便もなく、何ら問題はないか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。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。 
 
部会委員   ＜一同 意見なし＞ 
 
議  長   いかがですか。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、を議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

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。 
       番号１、地区 久居、申請者     、申請地 戸木町狐塚    、台

帳地目・現況地目とも畑、面積 ５０８㎡。 
       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、２３３．８㎡、設置率は、転用面積の４６％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１件で、面積は、畑で５０８㎡でございます。この案件につき

まして、農地法第４条第６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。 
 
田口委員   ６番 田口です。１４日に現地確認してまいりました。場所は    から

西北へ約５００ｍのところでございます。椋下委員と私、地元推進委員３名、

事務局とで見てまいりましたけど、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   はい、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。いかがですか。 
 
部会委員   ＜一同 意見なし＞ 
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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を決定し

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（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   １４ページから１６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     、賃借人     株式会社 代表取

締役      渡人     、申請地 久居明神町大釜    、台帳地

目 畑、現況地目 田、面積 ９３５㎡。 
       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、受人が代表を務

める会社の資材置場用地として、賃貸借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、受人     株式会社 代表取締役     、渡

人     、申請地 久居明神町風早    、台帳地目・現況地目とも田、

面積 １，２５２㎡ 外１筆、合計面積 １，５７２㎡。 
       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、７０１．４㎡、設置率は、

転用面積の４４．６％になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 
  

番号３、地区 栗葉、受人     、渡人     、申請地 稲葉町稲

葉山    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ６４１㎡。 
       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、２５０．９２㎡、設置率は

不整形地であるとともに、フェンスを境界から１ｍ控えることから、転用面積

の３９．１％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 株式会社     代表取締役     、渡

人      外１名、申請地 稲葉町下鴻野    、台帳地目・現況地目

とも畑、面積 ５９０㎡ 外１筆、合計面積 １，２７０㎡。 
       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、６４９．４４㎡、設置率は、

転用面積の５１．１％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 栗葉、受人     、渡人     、申請地 稲葉町稲

葉山    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ７５２㎡。 
       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、３３９．４８㎡、設置率は、
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転用面積の４５．１％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 栗葉、受人     、渡人     、申請地 中村町山

ノ越    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ４２６㎡。 
       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７、地区 栗葉、受人 株式会社     代表取締役     、渡

人     、申請地 稲葉町稲葉山    、台帳地目・現況地目とも畑、

面積 ６８０㎡。 
       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、３５０．９６㎡、設置率は、

転用面積の５１．６％になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 
  
       番号８、地区 川合、受人     、渡人     、申請地 一志町小

山西之垣内    、台帳地目 田、現況地目 雑種地、面積２０１㎡。 
       これにつきましては、受人は、渡人から隣接する申請地を譲り受け、申請地

を自家用駐車場用地とするものですが、平成３０年４月１日からこの目的で利

用されており、所有者から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 川合、受人     、渡人     、申請地 一志町片

野藪ノ下    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ７０７㎡。 
       これにつきましては、受人は、渡人から隣接する申請地を譲り受け、申請地

を自らが営む寺院の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１０、地区 川口、受人     、渡人     、申請地 白山町

川口大角    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ５３９㎡。 
       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、次の番号１１で許可を受け

ようとする隣接地との一体的利用により５６１．６㎡、設置率は、転用面積の

４７％になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 
  
       番号１１、地区 川口、受人     、渡人      外１名、申請地

 白山町川口大角    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 １８０㎡ 外

１筆、合計面積 ６５７㎡。 
       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、先の番号１０で許可を受け

ようとする隣接地との一体的利用により５６１．６㎡、設置率は、転用面積の

４７％になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 
  
       番号１２、地区 川口、受人 合同会社     代表社員     、渡

人     、申請地 白山町川口杉ヶ瀬    、台帳地目・現況地目とも

畑、面積 ２９４㎡ 外２筆、合計面積 ５８８㎡。 
       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、隣接する山林等との一体的
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利用により５３１．３６㎡、設置率は、北側が川のためパネルを離して設置す

るとともに、フェンスを境界から１．４ｍ離して設置することから、転用面積

の３４％になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 
  
       番号１３、地区 川口、受人     、渡人      外２名、申請地

 白山町川口大角    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ４５２㎡ 外

２筆、合計面積 ９８７㎡。 
       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

発電施設用地及び除草作業時の駐車場用地とするものです。パネル設置面積は、

４４６．５５㎡、設置率は、転用面積の４５．２％になります。農地区分は、

第２種農地と判断されます。 
  
       番号１４、地区 大三、受人     株式会社 代表取締役     、

渡人     、申請地 白山町三ヶ野里川    、台帳地目・現況地目と

も畑、面積 １，０２８㎡ 外１筆、合計面積 １，２１６㎡。 
       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、４９１．４㎡、設置率は、

転用面積の４０．４％になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 
  
       番号１５、地区 大三、受人     、渡人     、申請地 白山町

岡谷ノ垣内    、台帳地目・現況地目とも田、面積 １，４６５㎡。 
       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、５３１．３６㎡、設置率は、

不整形地であるため、転用面積の３６．３％になります。農地区分は、第２種

農地と判断されます。 
  
       番号１６、地区 八ツ山、受人     、渡人     、申請地 白山

町八対野白石    、台帳地目 畑 現況地目 雑種地、面積 ５４８㎡。 
       これにつきましては、受人は、渡人から隣接する申請地を譲り受け、申請地

を自家用駐車場用地及び球技場用地とするものですが、平成２０年３月からこ

の目的で利用されており、所有者から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１７、地区 八ツ山、受人 有限会社     代表取締役     、

渡人     、申請地 白山町稲垣椎ノ木谷    、台帳地目・現況地目

とも田、面積 １，４０１㎡。 
       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、８９４．６３㎡、設置率は、

転用面積の６３．８％になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 
 
       番号１８、地区 八ツ山、受人     有限会社 取締役     、渡

人     、申請地 白山町山田野宮ノ前    、台帳地目・現況地目と

も田、面積 ３２３㎡。 
       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、１９０．３４㎡、設置率は、

転用面積の５８．９％になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 
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       番号１９、地区 八ツ山、受人     有限会社 取締役     、渡

人     、申請地 白山町山田野的場    、台帳地目・現況地目とも

田、面積 ７３３㎡。 
       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、５２８．７４㎡、設置率は、

転用面積の７２．１％になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 
 
       番号２０、地区 八ツ山、受人 株式会社     取締役     、渡

人      外１名、申請地 白山町山田野的場    、台帳地目・現況

地目とも田、面積 ２８４㎡ 外２筆、合計面積 ９４７㎡。 
       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、５２８．７４㎡、設置率は、

転用面積の５５．８％になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 
 
       番号２１、地区 八ツ山、受人     有限会社 取締役     、渡

人     、申請地 白山町山田野丸山    、台帳地目・現況地目とも

田、面積 ９０９㎡。 
       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、５２０．６㎡、設置率は、

転用面積の５７．３％になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 
 
       番号２２、地区 太郎生、受人 株式会社     代表取締役     、

渡人     、申請地 美杉町太郎生小屋垣内    、台帳地目・現況地

目とも畑、面積 ９７５㎡。 
       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、４７１．２４㎡、設置率は、

転用面積の４８．３％になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 
 
       番号２３、地区 下多気、受人     、渡人     、申請地 美杉

町下多気漆    、台帳地目・現況地目とも田、面積 １，９７６㎡。 
       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、５９０．４㎡、設置率は、

西側にある樹木の影響で影になる部分がありますことから、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２４、地区 下多気、受人 有限会社     代表取締役     、

渡人     、申請地 美杉町下多気中田    、台帳地目・現況地目と

も田、面積 ９９４㎡。 
       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、６９３．３５㎡、設置率は、

転用面積の６９．７％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２４件、合計面積は、２１，４４２㎡、このうち田が１０，５

２１㎡、畑が１０，９２１㎡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。 
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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、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。１番ですが、１４日に久居総合支所職員、椋下委員、地元

推進委員３名と私で現場を見てまいりました。場所は    の田から北へ約

２００ｍのところです。何ら問題ないと思いますので、よろしくお願いします。

２番は    から北へ約３００ｍのところです。事務局、会長、部会長、私

と地元推進委員２名とで見てまいりました。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番から７番、お願いします。 
 
椋下委員   ７番 椋下でございます。３番ですが、１４日に田口委員と地元推進委員３

名、事務局と私とで確認をさせていただきました。場所は    から南へ約

２００ｍのところで、事務局の説明のとおりで何ら問題はないと考えます。４

番ですが１４日の午後、守山会長、諸戸部会長、地元推進委員３名と事務局他

３名と私とで確認してまいりました。場所は    から約２００ｍのところ

で、事務局の説明どおりで何ら問題ないと考えますのでよろしくお願いします。

５番ですが、１４日に田口委員、地元推進委員３名と事務局と私とで確認をさ

せていただきました。場所は稲葉神社から南へ約５０ｍのところで、事務局の

説明どおりで何ら問題はないと考えます。６番ですが、１４日に田口委員、地

元推進委員３名と事務局と私とで確認をしてまいりました。場所は    か

ら西へ約５００ｍのところで、事務局の説明のとおり何ら問題はないと考えま

すのでよろしくお願いします。７番ですが、１４日に田口委員と地元推進委員

３名と事務局と私とで確認をさせていただきました。場所は    から南へ

約２５０ｍのところで、事務局の説明のとおり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。８番、９番、お願いします。 
 
守山委員   １５番、守山です。８番ですが、場所は    の中心部にある    と

いう寺のすぐ横です。宮本委員と私と、地元推進委員２名、総合支所の職員２

名で、家屋調査士から説明を受けました。何ら問題はないと思いますので、よ

ろしくお願いします。９番ですが１４日に同じメンバーで現地を調査したとこ

ろです。場所は    に隣接するところです。お寺の檀家さんの駐車場とい

う形で申請が出て、その申請人から説明を受けました。これも何ら問題はない

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した。ちょっと多いのですが１０番から１５番、お願い

します。 
 
中谷委員   １６番、中谷です。１０番、１１番ですが、１４日に西森、中谷と地元推進

委員、白山総合支所の担当者で行ってまいりました。場所は    から東へ

約１００ｍのところです。長い間荒れていた畑で、太陽光発電をするというこ

とで何ら問題はないと考えます。１２番ですが、場所は    から東へ約１
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キロ。これも旧道沿いにあります。地元推進委員、西森、中谷両委員と総合支

所の担当者、業者の方も出席されております。太陽光という話で何ら問題はな

いと思います。１３番は    から東へ約１００ｍのところで、１０番、１

１番の隣接する土地です。行政書士の方も出席をされました。これもずっと荒

れた土地でしたので問題はないかと思います。１４番です。これは会長、部会

長、事務局と西森、中谷両委員と地元推進委員、白山総合支所担当者で確認を

しました。場所は１６５号線沿いにある    の近くです。申請地は住宅街

の中にあり、南向きの日当たりの良い場所でしたが、耕作者が誰もいないとい

うことでした。何ら問題はないと思います。１５番ですがこれも会長、部会長、

事務局と西森、中谷両委員と地元推進委員とで確認をしました。１６５号線沿

いの右手に    が見えるところです。国道の北側に位置します。ここは地

元自治会の岡地区と協定を結んでおりまして、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した。今度も多いのですが１６番から２１番、お願いし

ます。 
 
西森委員   １７番、西森です。１６番ですが５月１４日に中谷、西森両委員と地元推進

委員、白山総合支所の事務局とで現場を見てきました。場所は国道１６５号線

から川口方面へ３００ｍほど下がったところ。現況としては山のすぐ近くで、

すでに駐車場の形になっておりました。始末書の提出もあるということで事務

局の説明どおりです。１７番ですが、守山会長はじめ部会長、事務局、中谷、

西森両委員と地元推進委員、行政書士が一緒に立会いをしていただきました。

現場は山の中、非常に説明しにくい場所にあります。現状としては４、５年前

から何もしないような状態で荒れた状況でありました。太陽光にするというこ

とで、きれいになるのかと思ったしだいです。何ら問題ないと考えます。１８

番から２１番までですが、ほぼ現場は同じです。山田野川の右岸と左岸に点在

しております。もうすでに何件か太陽光発電をやっておりますので、周りの方

もかなり理解されていると感じました。メンバーですが中谷、西森両委員と地

元推進委員、白山事務局、業者とで立会いをさせていただきました。２０番は

現状としてまだ稲が植わっておりまして、刈り取り終了次第、太陽光発電に切

り替わるように聞いております。後は事務局の説明どおりということでよろし

くお願いします。２１番も同じです。 
 
議  長   ありがとうございました。２２番から２４番、お願いします。 
 
結城委員   １８番、結城です。２２番について１４日、地元推進委員と事務局と現況確

認をいたしました。土地の有効利用を図り、太陽光発電を設置したいというこ

とでございます。２３番、１４日に会長、部会長も加わり現地確認を実施しま

して、太陽光発電にしたいということで、荒らして見た目が悪いより、良いか

なと思います。２４番、これは地元推進委員と事務局とで現状確認をいたしま

した。申請人は「もう高齢なので管理ができない。」ということでございます

ので、よろしくお願いします。 
 
議  長   ありがとうございます。地元委員の説明がございましたが、ほとんど太陽光

です。皆さん方の意見をお聞きしたいと思います。 
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部会委員   ＜一同 意見なし＞ 
 
議  長   よろしいですか。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と決定し

たいと思います。 
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）

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   １７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 久居、借人 有限会社     代表取締役     、貸

人      外１名、申請地 戸木町高川原    、台帳地目・現況地目

とも畑、面積 ３６６㎡ 外２筆、合計面積 １０，３２９㎡。 
       これにつきましては、借人は、貸人との間に３年間の賃貸借権を設定し、申

請地を一時転用として資材置場用地とするものです。農地区分は、農用地区域

内農地でございますが、不許可の例外に当たります３年以内の一時転用でござ

いますので、妥当なものであると思われます。 
  
       番号２、地区 久居、借人 有限会社     代表取締役     、貸

人     、申請地 戸木町中川原    、台帳地目・現況地目とも畑、

面積 １，０９７㎡ 外２筆、合計面積 ２，０９２㎡。 
       これにつきましては、借人は、貸人との間に１年間の賃貸借権を設定し、申

請地を一時転用として砂利採取用地とするものです。農地区分は、農用地区域

内農地でございますが、不許可の例外に当たります３年以内の一時転用でござ

いますので、妥当なものであると思われます。 
  
       以上、件数は２件、合計面積は、畑で１２，４２１㎡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、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。１４日の午後、本庁確認ということで事務局はじめ、会長、

部会長、久居総合支所職員、私と地元推進委員２名が立会いで行ってまいりま

した。場所としては    から南へ約１キロのところで、高速のすぐ西です。

１番については賃借人の事務所より南、２番は賃借人の事務所より北です。３

年ということで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。地元委員の説明が終わりました。皆さん方のご意見
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をお伺いしたいと思います。 
 
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。ただいまご審議いただきました

議案第４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４号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 
（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（使用貸借）

でございます。 
  
       番号１、地区 久居、借人     、貸人（亡）     相続人   

   外３名、申請地 木造町コウゾ    、台帳地目 田、現況地目 雑

種地、面積 １，２８２㎡のうち３２２．９㎡ 外１筆、合計面積 ４８２．

６１㎡。 
       これにつきましては、借人は、貸人との間に永年間の使用貸借権を設定し、

申請地をパソコン教室用地とするものですが、平成２８年５月からこの目的で

利用されており、所有者から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 大三、借人     、貸人     、申請地 白山町三

ヶ野茶屋前    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ４５９㎡。 
       これにつきましては、借人は、貸人との間に２０年間の使用貸借権を設定し、

申請地を分家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 白山町三

ヶ野大井谷    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ７８０㎡。 
       これにつきましては、借人は、貸人との間に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、２９５．２

㎡、設置率は、不整形地のため、転用面積の３７．８％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３件で、合計面積１，７２１.６１㎡、このうち田が４８２．６

１㎡、畑が１，２３９㎡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。 
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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、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   ６番、田口です。１４日に見てまいりました。場所は高茶屋にある    よ

り南へ約５００ｍのところです。農業委員である椋下委員、地元推進委員２名、

私と事務局で見てまいりました。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   はい、ありがとうございます。２番、３番、お願いします。 
 
中谷委員   １６番、中谷です。２番ですが１４日に西森、中谷委員と地元推進委員、白

山総合支所の担当者で確認してまいりました。場所は１６５号線沿いにある 

   へ曲がっていくところになります。分家住宅ということで、何ら問題は

ないかと思いますのでよろしくお願いします。３番、その曲がった通りを直進

し、    というところの西側になります。向かい側には太陽光発電がすで

に設置されておりまして、何ら問題はないかと思いますので、よろしくお願い

します。 
 
議  長   ありがとうございます。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。 
 
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６号、非農地証明願について、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   １９ページをお願いいたします。 
       議案第６号 非農地証明願について、でございます。 
       番号１ 地区 栗葉、願出者     、申請地 庄田町谷口    、台

帳地目 畑、現況地目 原野、面積 ５４５㎡。 
       これにつきましては、提出されております昭和５８年１０月２１日国土地理

院撮影の航空写真により、申請地はこの時すでに木々が生い茂っていることが

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、件数は１件、面積は、畑で５４５㎡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、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、椋下でございます。５月１４日に田口委員、鈴木、野田、森推進委員、

久居総合支所職員と私とで現地確認してまいりました。場所は    から北

へ８００ｍぐらいのところで、事務局の説明どおりで、何ら問題はないと考え

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。 

 

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号については証明することに決定し

たいと思います。 

次に別冊でお配りしました議案第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   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。 

       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、下の合計欄で説明を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３８，２９８㎡、

畑の使用貸借で４，８７８㎡、契約件数は３１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７８，５１８㎡、畑の賃

貸借、使用貸借で４，０３０㎡、契約件数は６７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１１，８２９㎡、契約件

数は４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１，０８１㎡、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１２９，７２６㎡、

畑の集積が、賃貸借、使用貸借を合わせて８，９０８㎡、合計契約件数は１０

３件、合計面積は１３８，６３４㎡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４件、一志地区３１件で合計３５件、

合計面積は８６，５１３㎡でございます。 

       なお、認定農業者への集積は、件数で３４．０％、面積で６２．４％となっ

ております。 
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       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

の制限は該当ございません。 

       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   よろしいですか。それでは、意見もないようでございま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７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７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、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。これ

をもちまして、第５回 第２農地部会を閉会します。 

       
         
 
                                 午後３時０７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３０年５月１６日 
 
 
                     議事録署名者              
 
 
                     議事録署名者              
 
 
 
 
 
 
 
 
 


