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農業委員会第２４回総会議事録 

 

１．日 時  令和元年６月１４日（金）午前９時３０分～午前１０時４０分 

 

２．場 所  鈴鹿市役所 １２階 １２０１会議室 

 

３．出席委員（１７人）  

    会長 長谷 康郎  会長職務代理者 鈴木 久三 

３番 犬飼 照雄   ４番 佐々木 平    ５番 伊藤 光春 

６番 堀田 長久    ９番 藤田  太  １０番 西村 義美 

 １１番 大石 徹也   １２番 岡本  隆  １３番 益川  征 

１４番 河北とも子  １５番 住田 和子  １６番 近藤 啓子 

  １７番 豊田栄美子   １８番 久保さつき  １９番 山田 達眞 

                 

４．欠席委員（１人） 

７番 杉野       

   

５．事務局 

農業委員会事務局 菅沼次長，岩嵜農地ＧＬ，森田，田吹  

農林水産課農政Ｇ 水谷 

 

６．議事日程 

 開会 

   第１ 第１号議案  農地法第３条の規定による許可申請について（所有権） 

 

      第２号議案  農地法第３条の規定による許可申請について（貸借権） 

 

      第３号議案  農地法第５条の規定による許可申請について（所有権） 

 

      第４号議案  農地法第５条の規定による許可申請について（貸借権） 

 

      第５号議案  農用地利用集積計画について 

 

      報告事項１号 農地法第１８条第６項の規定による通知書について 
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      報告事項２号 使用貸借契約の解約について 

 

      報告事項３号 農地法第３条の規定による届出について（相続等届出） 

 

      報告事項４号 農地法第４条の規定による届出について（専決処理分） 

 

      報告事項５号 農地法第５条の規定による届出について（専決処理分・

所有権） 

      報告事項６号 農地法第５条の規定による届出について（専決処理分・

貸借権） 

      報告事項７号 相続税の納税猶予に関する適格者証明について 

 

      報告事項８号 非農地証明願いについて（市証明） 

 

   第２ 非農地判定について 

 

 

７．会議の概要 

事務局次長 

定刻になりましたので，ただ今より，鈴鹿市農業委員会第２４回総会を開催いたし

ます。開会にあたりまして長谷会長よりご挨拶をお願いいたします。 

会長（挨 拶） 

事務局次長 

ありがとうございました。続きまして，総会議事に移らせていただきます。今後の

議事進行は，長谷会長にお願いいたします。 

議長（長谷会長） 

それでは，お手元の事項書にしたがいまして，議事を進めてまいります。 

まず，開会にあたりまして，本日の農業委員会第２４回総会は，委員の過半数が出

席しておりますので，農業委員会法第２７条第３項にて，この会議が成立しましたこ

とを報告申し上げます。また，議事録署名者を議席番号１３番益川征様，議席番号１

５番住田和子様にお願い申し上げます。 

 それでは，第１号議案農地法第３条の規定による許可申請の所有権について事務局

より説明いたします。 

事務局 

第 1号議案 農地法第 3条の規定による許可申請の所有権について説明いたします。 

まず，加佐登地区 30 番について説明いたします。譲受人は，利用農地 5,663 ㎡を

耕作されています。今回の申請地面積は 505㎡で，併せて 6,168㎡となります。機械

につきましては，耕うん機を 2台，動力噴霧機，農用自動車を各１台所有されていま
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す。労働力及び技術につきましては，本人が経歴 20年です。通作距離は約 990ｍです。

必要な農作業について，年間約 200日従事されています。取得後は野菜を栽培すると

の申請です。また，地域の農地利用調整に協力し，農薬の使用方法等について地域の

防除基準に従いますことから，周辺地域への支障はありません。 

続きまして，石薬師地区 25 番について説明いたします。譲受人は，利用農地

4,322.11 ㎡を耕作されています。今回の申請地面積は 2,064 ㎡で，併せて 6,386.11

㎡です。機械につきましては，耕うん機を１台所有，田植機，コンバインを各 1台リ

ースされています。労働力及び技術につきましては，本人が経歴 20 年で，世帯員等

その他常時雇用している労働力は，経歴 20 年が 1 名です。通作距離は約 570ｍです。

必要な農作業について，年間約 62 日従事されています。取得後は，水稲，野菜，果

樹を栽培するとの申請です。また，地域の農地利用調整に協力し，農薬の使用方法等

について地域の防除基準に従いますことから，周辺地域への支障はありません。 

続きまして，石薬師地区 32番について説明いたします。譲受人は，利用農地 13,084

㎡を耕作されています。今回の申請地面積は 198㎡で，併せて 13,282㎡となります。

機械につきましては，耕うん機，田植機，トラクター，コンバイン，動力噴霧機を各

1 台，農用自動車を 2 台所有されています。労働力及び技術につきましては，本人が

経歴 20年で，世帯員等その他常時雇用している労働力は，経歴 60年が 1名です。通

作時間は徒歩で約 3分です。必要な農作業について，年間約 60日従事されています。

取得後は，水稲，野菜を栽培するとの申請です。また，地域の農地利用調整に協力し，

農薬の使用方法等について地域の防除基準に従いますことから，周辺地域への支障は

ありません。 

続きまして，稲生地区 33 番について説明いたします。譲受人は，利用農地 21,561

㎡を耕作されています。今回の申請地面積は 335㎡で，併せて 21,896㎡となります。

機械につきましては，トラクター，田植機，コンバインを各 1 台所有されています。

労働力及び技術につきましては，本人が経歴 25 年で，世帯員等その他常時雇用して

いる労働力は，経歴 58 年，45 年，10 年が各１名です。通作時間は車で約 3 分です。

必要な農作業について，年間約 65 日従事されています。取得後は，水稲，野菜を栽

培するとの申請です。また，地域の農地利用調整に協力し，農薬の使用方法等につい

て地域の防除基準に従いますことから，周辺地域への支障はありません。 

続きまして，河曲地区 34 番について説明いたします。譲受人は，利用農地 6,054

㎡を耕作されています。今回の申請地面積は 1,431㎡で，併せて 7,485㎡となります。

機械につきましては，耕うん機，田植機，コンバインを各 1台所有されています。労

働力及び技術につきましては，本人が経歴 6 年です。通作距離は約 4ｋｍです。必要

な農作業について，年間約 60 日従事されています。取得後は，水稲，野菜を栽培す

るとの申請です。また，地域の農地利用調整に協力し，農薬の使用方法等について地

域の防除基準に従いますことから，周辺地域への支障はありません。 
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続きまして，玉垣地区 28 番について説明いたします。譲受人は，利用農地 7,608

㎡を耕作されています。今回の申請地面積は 151 ㎡で，併せて 7,759 ㎡となります。

機械につきましては，トラクター，耕うん機を各２台，田植機，コンバイン，農用自

動車を各１台所有されています。労働力及び技術につきましては，本人が経歴 50 年

で，世帯員等その他常時雇用している労働力は，経歴 40 年，20 年が各 2 名です。通

作時間は徒歩で約 1分です。必要な農作業について，年間約 70日従事されています。

取得後は，水稲，野菜を栽培するとの申請です。また，地域の農地利用調整に協力し，

農薬の使用方法等について地域の防除基準に従いますことから，周辺地域への支障は

ありません。 

続きまして，若松地区 29 番について説明いたします。譲受人は，利用農地 6,006

㎡を耕作されています。今回の申請地面積は 665㎡で，併せて 6,671㎡です。機械に

つきましては，トラクター，田植機，コンバインを各 1台所有されています。労働力

及び技術につきましては，本人が経歴 14 年で，世帯員等その他常時雇用している労

働力は，経歴 35年，6年が各 1名です。通作距離は約 200ｍです。必要な農作業につ

いて，年間約 60 日従事されています。取得後は，水稲，野菜，果樹を栽培するとの

申請です。また，地域の農地利用調整に協力し，農薬の使用方法等について地域の防

除基準に従いますことから，周辺地域への支障はありません。 

続きまして，久間田地区 26番について説明いたします。譲受人は，利用農地 5,737

㎡を耕作されています。今回の申請地面積は 297㎡で，併せて 6,034㎡です。機械に

つきましては，トラクター，耕うん機，農業用自動車を各１台所有されています。労

働力及び技術につきましては，本人が経歴 20 年です。通作時間は車で約 5 分です。

必要な農作業について，年間約 200日従事されています。取得後は，水稲，野菜を栽

培するとの申請です。また，地域の農地利用調整に協力し，農薬の使用方法等につい

て地域の防除基準に従いますことから，周辺地域への支障はありません。 

続きまして，深伊沢地区 27 番について説明いたします。譲受人は，利用農地

23,560.61㎡を耕作されています。今回の申請地面積は 3,559㎡で，併せて 27,119.61

㎡となります。機械につきましては，トラクターを 1台，耕うん機，農業用自動車を

各２台所有されています。労働力及び技術につきましては，本人が経歴 40 年で，世

帯員等その他常時雇用している労働力は，経歴 50 年が 2 名，30 年が 1 名です。通作

時間は徒歩で約 1 分です。必要な農作業について，年間約 350 日従事されています。

取得後は，野菜を栽培するとの申請です。また，地域の農地利用調整に協力し，農薬

の使用方法等について地域の防除基準に従いますことから，周辺地域への支障はあり

ません。 

以上 9件，いずれの案件も，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。また，書類審査及び地区委員会による審査の

結果，申請については特に問題のないものと判断していますので，ご審議のほど宜し
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くお願いいたします。 

議長（長谷会長） 

ただ今，事務局から説明がありました第１号議案につきまして，何かご意見ご異議

ございませんか。 

別段無いようでございますので，第１号議案は承認といたします。 

続きまして，第 2号議案 農地法第 3条の規定による許可申請の貸借権について事

務局より説明いたします。 

事務局 

第 2号議案 農地法第 3条の規定による許可申請の貸借権について説明いたします。 

まず，椿地区 1番について説明いたします。こちらは後に説明します第 4号議案農

地法第 5 条の規定による許可申請の貸借権，椿地区 10 番の営農型太陽光パネル設置

用地の地上権の設定のための申請です。申請地までの時間は徒歩で約 1分です。地上

権等の設定に伴う農地法第 3条第 1項の許可については，農地法第 3条第 2項ただし

書の規定により，同項各号の要件は満たす必要はありませんが，権利が設定される農

地及びその周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがなく，当該農地をその

目的に供する行為の妨げになる権利を有する者の同意を得ていると認められる場合

に限り許可するものとされています。今回の申請は，地上権設定の妨げとなる権利を

有する所有権者と連名でされていますので問題ありません。また地域の農地利用調整

に協力し，農薬の使用方法等について地域の防除基準に従いますことから，周辺地域

への支障はありません。 

続きまして，深伊沢地区 2番，3番は借り人が同一の為，併せて説明いたします。2

番は貸借権の設定で，3 番は後に説明します第 4 号議案農地法第 5 条の規定による許

可申請の貸借権，深伊沢地区 18 番の営農型太陽光パネル設置用地の地上権の設定の

ための申請です。譲受人は，利用農地 20,640 ㎡を耕作されています。今回の申請地

面積は 5,053 ㎡で，併せて 25,693 ㎡となります。機械につきましては，トラクター

を 1台，耕うん機を３台所有されています。労働力及び技術につきましては，世帯員

等その他常時雇用している労働力は，経歴 50 年，45 年，30 年，12 年，6 年，5 年が

各 1 名で，臨時雇用労働力は，経歴 3 年が 5 名です。通作時間は徒歩で約 1 分です。

必要な農作業について，年間約 240日従事されています。法人形態は有限会社で主た

る事業は農業です。構成員は，農業関係者が総議決権の過半を占めており，役員は過

半が農業に常時従事する構成員で，役員の一名以上が農作業に常時従事しています。

取得後は，花木を栽培するとの申請です。地上権等の設定に伴う農地法第 3条第 1項

の許可については，農地法第 3条第 2項ただし書の規定により，同項各号の要件は満

たす必要はありませんが，権利が設定される農地及びその周辺の農地に係る営農条件

に支障を生ずるおそれがなく，当該農地をその目的に供する行為の妨げになる権利を

有する者の同意を得ていると認められる場合に限り許可するものとされています。今

回の申請は，地上権設定の妨げとなる権利を有する所有権者と連名でされていますの
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で問題ありません。また，地域の農地利用調整に協力し，農薬の使用方法等について

地域の防除基準に従いますことから，周辺地域への支障はありません。 

以上 3件，いずれの案件も，書類審査及び地区委員会による審査の結果，申請につ

いては特に問題のないものと判断していますので，ご審議のほどよろしくお願い致し

ます。 

議長（長谷会長） 

ただ今，事務局から説明がありました第２号議案につきまして，何かご意見ご異議

ございませんか。 

山田委員 

 椿地区１番は，地上権だけの設定ですか。貸借も含まれるのですか。 

事務局 

 土地の貸借につきましては，後の農地利用集積計画で審議していただく予定です。 

藤田委員 

 深伊沢地区２番と３番は，同じ案件が２つあるのですが，どういう意味ですか。 

事務局 

 ２番は，土地の貸借権の設定で，３番は地上権の設定です。 

議長（長谷会長） 

 その他，別段無いようでございますので，第２号議案は承認といたします。 

続きまして，第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請の所有権について事

務局より説明します。 

事務局 

第 3号議案 農地法第 5 条の規定による許可申請の所有権について説明致します。 

まず，国府地区 22 番は，太陽光パネル設置用地として転用したい旨の申請です。

申請地は，農業振興地域内，農用地区域外の第 2種農地です。判断基準は，国府地区

市民センターから南西へ約 1,170ｍに位置し，第 1 種農地及び第 3 種農地のいずれに

も該当しない為です。資金は残高証明書にて確認しております。面積の妥当性は，敷

地全体を利用する計画の為，適正と考えています。雨水は浸透桝を設置して，西側既

設排水路へ放流。周囲はフェンスを設置する為，周辺農地への支障はないと考えてい

ます。 

続きまして，加佐登地区 105番は，太陽光パネル設置用地として転用したい旨の申

請です。申請地は，農業振興地域内，農用地区域外の第 2 種農地です。判断基準は，

加佐登地区市民センターから南へ約 450ｍに位置し，地区市民センターから周囲おお

むね 500ｍ以内の区域に位置している為です。資金は通帳の写し及び融資の見込みが

あることを確認しております。面積の妥当性は，敷地全体を利用する計画の為，適正

と考えています。雨水は自然浸透。周囲はフェンスを設置する為，周辺農地への支障

はないと考えています。 

続きまして，加佐登地区 26番は，ゴミ集積所用地として転用したい旨の申請です。

申請地は，農業振興地域内，農用地区域外の第 2種農地です。判断基準は，加佐登地

区市民センターから北西へ約 670ｍに位置し，第 1 種農地及び第 3 種農地のいずれに

も該当しない為です。資金は既存の追認であり問題ありません。面積の妥当性は，敷
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地全体を利用する計画の為，適正と考えています。雨水は既設排水管へ放流。コンク

リートブロックが設置されている為，周辺農地への支障はないと考えています。 

続きまして，石薬師地区 25番は，隣接養鶏施設の事業拡大の為,鶏舎用地及び倉庫

用地として転用したい旨の申請です。申請地は，農業振興地域内，農用地区域内農地

です。こちらは，農地法第 5条第 2項ただし書に規定する，農用地利用計画において

農業用施設として指定された用途に該当するため，例外的に許可し得る案件です。資

金は残高証明書にて確認しております。面積の妥当性は，敷地全体を利用する計画の

為，適正と考えています。取水は井戸水を汲んで使用します。汚水は鶏舎内の清掃を

徹底し，鶏の糞・尿は飼料とするため，発生しません。雨水は自然浸透及び東側既設

側溝へ放流。周囲は道路や一体利用地等，農地以外の敷地に囲まれている為，周辺農

地への支障はないと考えています。なお，こちらは 1,000 ㎡を超える案件の為，6 月

10日に現地確認を実施しております。 

続きまして，河曲地区 23 番は，住宅用地の一部として転用したい旨の申請です。

申請地は，農業振興地域内，農用地区域外の第 2種農地です。判断基準は，河曲駅か

ら西へ約 780ｍに位置し，第 1種農地及び第 3種農地のいずれにも該当しない為です。 

資金は既存の追認であり問題ありません。面積の妥当性は，建ぺい率 22％を満たす計

画の為，適正と考えています。取水は上水道。汚水・生活雑排水は合併浄化槽にて処

理後，雨水と共に既設側溝へ放流します。周囲はコンクリートブロックを設置済の為，

周辺農地への支障はないと考えています。 

続きまして，河曲地区 29 番は，自動車販売業者の自動車展示用の駐車場用地とし

て転用したい旨の申請です。申請地は，農業振興地域内，農用地区域外の第 2種農地

です。判断基準は，河曲地区市民センターから北西へ約 1,520ｍに位置し，第 1 種農

地及び第 3種農地のいずれにも該当しない為です。資金は残高証明書にて確認してお

ります。面積の妥当性は，敷地全体を利用する計画の為，適正と考えています。雨水

は自然浸透及び既設側溝へ放流。周囲は道路や一体利用地等，農地以外の敷地に囲ま

れている為，周辺農地への支障はないと考えています。 

続きまして，一ノ宮地区 24 番は，太陽光パネル設置用地として転用したい旨の申

請です。申請地は，農業振興地域内，農用地区域外の第 2 種農地です。判断基準は，

楠駅から南東へ約 770ｍに位置し，鉄道の駅を中心とする半径 1ｋｍまでの円で囲ま

れる区域の，面積に占める宅地の割合が，4 割を超えている区域内に位置している為

です。資金は融資証明書及び残高証明書を確認しております。面積の妥当性は，敷地

全体を利用する計画の為，適正と考えています。雨水は自然浸透。余水は既設の排水

口を通して北側水路に放流。また周囲は畦及びフェンスを設置する為，周辺農地への

支障はないと考えています。 

続きまして，庄内地区 28 番は，太陽光パネル設置用地として転用したい旨の申請

です。申請地は，農業振興地域内，農用地区域外の第 2種農地です。判断基準は，庄

内地区市民センターから北へ約 870ｍに位置し，第 1 種農地及び第 3 種農地のいずれ

にも該当しない為です。資金は通帳の写しを確認しています。面積の妥当性は，敷地

全体を利用する計画の為，適正と考えています。雨水は既設の東側道路側溝へ放流。

また新設の素掘り枡を設置し，自然浸透。周囲はフェンスと柵板を設置する為，周辺

農地への支障はないと考えています。 
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以上 8件，書類審査及び地区委員会による審査の結果，申請については特に問題の

ないものと判断していますので，ご審議のほどよろしくお願い致します。 

議長（長谷会長） 

ただ今，事務局から説明がありました第３号議案につきまして，何かご意見ご異議

ございませんか。 

別段無いようでございますので，第３号議案は承認といたします。 

続きまして，第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請の貸借権について事

務局より説明します。 

事務局 

第 4号議案 農地法第 5 条の規定による許可申請の貸借権について説明致します。 

まず，国府地区 15 番は，太陽光パネル設置用地として転用したい旨の申請です。

申請地は，農業振興地域内，農用地区域外の第 2種農地です。判断基準は，国府地区

市民センターから南西へ約 630ｍに位置し，第 1 種農地及び第 3 種農地のいずれにも

該当しない為です。資金は通帳の写し及び残高証明書にて確認しております。面積の

妥当性は，敷地全体を利用する計画の為，適正と考えています。雨水は自然浸透。周

囲はフェンスを設置する為，周辺農地への支障はないと考えています。 

続きまして，加佐登地区 17 番は，太陽光パネル設置用地として転用したい旨の申

請です。申請地は，農業振興地域内，農用地区域外の第 2 種農地です。判断基準は，

加佐登地区市民センターから北へ約 1,500ｍに位置し，第 1 種農地及び第 3 種農地の

いずれにも該当しない為です。資金は残高証明書にて確認しております。面積の妥当

性は，敷地全体を利用する計画の為，適正と考えています。雨水は自然浸透。周囲は

フェンス及び小堤工を設置する為，周辺農地への支障はないと考えています。 

続きまして，白子地区 13 番は，太陽光パネル設置用地として転用したい旨の申請

です。申請地は，農業振興地域内，農用地区域外の第 2種農地です。判断基準は，白

子地区市民センターから南西へ約 630ｍに位置し，第 1 種農地及び第 3 種農地のいず

れにも該当しない為です。資金は領収書の写し，通帳の写し及び融資の見込みがある

ことを確認しております。面積の妥当性は，敷地全体を利用する計画の為，適正と考

えています。雨水は自然浸透及び既設排水路へ放流。周囲はフェンス及びコンクリー

トブロックを設置する為，周辺農地への支障はないと考えています。 

続きまして，稲生地区 14 番は，近隣医療施設の駐車場敷地拡大の為，駐車場用地

として転用したい旨の申請です。申請地は，農業振興地域内，農用地区域外の第 2種

農地です。判断基準は，稲生地区市民センターから北東へ約 600ｍに位置し，地区市

民センターを中心とする半径 1ｋｍまでの円で囲まれる区域の，面積に占める宅地の

割合が，4 割を超えている区域内に位置している為です。資金は通帳の写しにて確認

しております。面積の妥当性は，敷地全体を利用する計画の為，適正と考えています。 

雨水は自然浸透及び余水は排水桝を経由し既設排水路へ放流。周囲は道路及び畦畔に

囲まれている為，周辺農地への支障はないと考えています。なお，こちらは 1,000㎡
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を超える案件の為，6月 10日に現地確認を実施しております。 

続きまして，玉垣地区 23 番は，近隣建設業者の資材置場用地として転用したい旨

の申請です。申請地は，農業振興地域内，農用地区域外の第 2種農地です。判断基準

は，玉垣地区市民センターから北東へ約 1,100ｍに位置し，第 1 種農地及び第 3 種農

地のいずれにも該当しない為です。資金は既存の追認であり問題ありません。面積の

妥当性は，敷地全体を利用する計画の為，適正と考えています。雨水は自然浸透及び

既設側溝へ放流。周囲は既設コンクリートブロック及び柵板が設置されている為，周

辺農地への支障はないと考えています。 

続きまして，栄地区 19 番は，個人住宅用地として転用したい旨の申請です。申請

地は，農業振興地域内，農用地区域外の第 2種農地です。判断基準は，中瀬古駅から

北西へ約 380ｍに位置し，鉄道の駅より周囲おおむね 500ｍ以内の区域に位置してい

る為です。資金は融資の見込みがあることを確認しております。面積の妥当性は，建

ぺい率 22％を満たす計画の為，適正と考えています。取水は上水道。汚水・生活雑排

水は合併浄化槽にて処理後，北側既設排水路へ放流します。雨水は雨水桝を経由し北

側既設排水路へ放流します。周囲はコンクリートブロック及びＵ字側溝を設置する為，

周辺農地への支障はないと考えています。 

続きまして，天名地区 22 番は，近隣電線ケーブル工場の作業ライン増設に伴い従

業員が増員される為，駐車場用地として転用したい旨の申請です。申請地は，農業振

興地域内，農用地区域外の第 2種農地です。判断基準は，天名地区市民センターから

北東へ約 1,300ｍに位置し，第 1 種農地及び第 3 種農地のいずれにも該当しない為で

す。資金は残高証明書にて確認しております。面積の妥当性は，敷地全体を利用する

計画の為，適正と考えています。土地造成は切土，盛土を行い整地。雨水は鈴鹿市開

発指導要綱に基づき，敷地内を現地貯留施設として雨水を一時貯留し，自然浸透しま

す。周囲は土留を設置する為，周辺農地への支障はないと考えています。なお，こち

らは 1,000㎡を超える案件の為，6月 10日に現地確認を実施しております。 

続きまして，合川地区 16 番は，太陽光パネル設置用地として転用したい旨の申請

です。申請地は，農業振興地域内，農用地区域外の第 2種農地です。判断基準は，合

川地区市民センターから西へ約 650ｍに位置し，第 1 種農地及び第 3 種農地のいずれ

にも該当しない為です。資金は通帳の写し及び残高証明書にて確認しております。面

積の妥当性は，敷地全体を利用する計画の為，適正と考えています。雨水は自然浸透。

周囲はフェンス及び素掘水路を設置する為，周辺農地への支障はないと考えています。 

続きまして，井田川地区 20 番は，個人住宅用地として転用したい旨の申請です。

申請地は，農業振興地域内，農用地区域外の第 3種農地です。判断基準は，井田川地

区市民センターから南へ約 300ｍに位置し，地区市民センターより周囲おおむね 300

ｍ以内の区域に位置している為です。資金は融資の見込みがあることを確認しており

ます。面積の妥当性は，建ぺい率 22％を満たす計画の為，適正と考えています。取水
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は上水道。汚水・生活雑排水は合併浄化槽にて処理後，既設の南側道路側溝へ放流。

雨水は既設の東側及び南側道路側溝へ放流。周囲はコンクリートブロックを設置する

為，周辺農地への支障はないと考えています。 

続きまして，椿地区 10 番は，営農型太陽光パネル設置用地として一時転用したい

旨の申請です。転用期間は許可日より 10 年間です。通常一時転用期間は最長で 3 年

間ですが，こちらは認定農業者が行う営農型太陽光発電事業の為，10年までの一時転

用が認められています。申請地は，農業振興地域内，農用地区域内農地です。農用地

区域内農地は，転用を原則として許可しない農地ですが，一時的な利用に該当する為，

例外的に許可し得るものと考えております。資金は設置に加え撤去費用も含めた金額

を，金融機関からの融資証明書，第三者の通帳の写し及び第三者からの確約書にて確

認しています。面積について，営農型太陽光発電事業ではパネル設置にかかる支柱部

分とキュービクルの基礎部分及びキュービクルを囲うフェンスの支柱の基礎部分の

みが転用敷地となり，必要最小限の計画となっております。パネル下部農地について

はタマリュウを栽培する旨の営農計画書が提出されています。また，知見を有するも

のとして，三重県指導農業士から適切な営農がなされる見込みがある旨の意見書も併

せて提出されています。雨水は自然浸透で，周辺農地への支障はないと考えています。 

続きまして，深伊沢地区 18 番は，営農型太陽光パネル設置用地として一時転用し

たい旨の申請です。転用期間は許可日より 10年間です。通常一時転用期間は最長で 3

年間ですが，こちらは認定農業者が行う営農型太陽光発電事業の為，10年までの一時

転用が認められています。申請地は，農業振興地域内，農用地区域外の第 1種農地で

す。第 1種農地は，転用を原則として許可しない農地ですが，一時的な利用に該当す

る為，例外的に許可し得るものと考えております。資金は設置に加え撤去費用も含め

た金額を，通帳の写し及び金融機関からの融資証明書にて確認しています。面積につ

いて，営農型太陽光発電事業ではパネル設置にかかる支柱部分とキュービクルの基礎

部分及びキュービクルを囲うフェンスの支柱の基礎部分のみが転用敷地となり，必要

最小限の計画となっております。パネル下部農地についてはアオキを栽培する旨の営

農計画書が提出されています。また，知見を有するものとして，三重県指導農業士か

ら適切な営農がなされる見込みがある旨の意見書も併せて提出されています。雨水は

自然浸透で，周辺農地への支障はないと考えています。 

続きまして，深伊沢地区 21 番は，個人住宅用地として転用したい旨の申請です。

申請地は，農業振興地域内，農用地区域外の第 3種農地です。判断基準は，深伊沢地

区市民センターから北東へ約 250ｍに位置し，地区市民センターより周囲おおむね 300

ｍ以内の区域に位置している為です。資金は融資の見込みがあることを確認しており

ます。面積の妥当性は，建ぺい率 22％を満たす計画の為，適正と考えています。取水

は上水道。汚水・生活雑排水は合併浄化槽にて処理後，雨水と共に西側の水路へ放流。

土地造成は盛土を行い，周囲はコンクリートブロックを設置する為，周辺農地への支
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障はないと考えています。 

以上 12 件，書類審査及び地区委員会による審査の結果，申請については特に問題

のないものと判断していますので，ご審議のほどよろしくお願い致します。 

議長（長谷会長） 

ただ今，事務局から説明がありました第４号議案につきまして，何かご意見ご異議

ございませんか。 

別段無いようでございますので，第４号議案は承認といたします。 

続きまして，第５号議案 農用地利用集積計画について，事務局より説明します。 

事務局 

第５号議案 農用地利用集積計画について，別冊の農用地利用集積計画書により説

明します。 

１番から３番は，国府地区です。 

１番は，１５，０００円の現金払いです。 

２番は，米３０ｋｇ相当の現金払いです。 

３番は，使用貸借です。 

４番から１３番は，庄野地区で利用権移転です。 

１４番及び１５番は，加佐登地区で使用貸借です。 

１６番から１８番は，牧田地区です。 

１６番は，米６０ｋｇ，４５ｋｇの物納です。 

１７番は，米４５ｋｇの物納です。 

１８番は，利用権移転です。 

 １９番から２１番は，白子地区です。 

１９番は，米１５ｋｇの物納です。 

２０番は，米６０ｋｇの物納です。 

２１番は，米６０ｋｇ相当の現金払いです。 

２２番から２５番は，河曲地区です。 

 ２２番は，米６０ｋｇ相当の現金払いです。 

２３番は，米２５ｋｇの物納です。 

２４番及び２５番は，米６０ｋｇの物納です。 

 ２６番及び２７番は，箕田地区で，米６０ｋｇの物納です。 

２８番は，若松地区で，米２５ｋｇの物納と使用貸借です。 

２９番は，天名地区で使用貸借です。 

３０番は，合川地区で，米３５ｋｇの物納です。 

３１番から３３番は，椿地区です。 

３１番及び３２番は，使用貸借です。 

３３番は，１０，０００円の現金払いです。 

３４番は，鈴峰地区で，１０，０００円の振込みです。 
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３５番及び３６番は，庄内地区です。 

３５番は，１５，０００円の振込みです。 

３６番は，使用貸借です。 

 以上の計画要請の内容は，経営面積・従事日数など，農業経営基盤強化促進法第１

８条第３項の各要件を満たしていると考えます。またすべてで申請者双方が合意して

おり，かつ地区委員会でも審議いただき承認されております。 

以上，ご審議のほど，よろしくお願いいたします。 

議長（長谷会長） 

ただ今，事務局から説明がありました第５号議案につきまして，何かご意見ご異議

ございませんか。 

別段無いようでございますので，第５号議案は承認といたします。 

 続きまして，報告事項に移らせていただきます。 

報告事項１から報告事項８までを一括して，事務局より説明します。 

事務局（議案書朗読） 

議長（長谷会長） 

ただ今，事務局から説明がありました報告事項は，すべて書類内容等完備しており

ますので，報告といたします。 

以上で報告事項は終了ですが，ご質問等ございますでしょうか。 

別段ないようですので，報告事項を終了します。 

つづきまして，議事第２非農地判定について，事務局より説明いたします。 

事務局 

議事第２の非農地判定について説明させていただきます。 

本市の非農地判定につきましては，平成２９年度から調査等を開始し，まず庄内地

区をモデル地区として実施しております。昨年度には，農業委員会総会において９筆，

１１,３３０㎡を非農地判定し，各土地所有者等へ非農地通知書を発送いたしました。

また，昨年１１月の地区委員会連絡協議会において，引き続き庄内地区を進めていく

ことで了承を得ておりますので，庄内地区の新たな対象地の調査等を実施していまし

た。そして，今回新たな対象地の非農地判定を行うにあたり，本日の農業委員会総会

において，ご審議をお願いするものです。ここで再度，非農地判定についての手順を

説明させていただきます。 

（「耕作放棄地に係る非農地判定通知実施要領」，「手順」の説明） 

それでは，今回の非農地判定候補地の説明をさせていただきます。手順に従い，利

用状況調査の実施・報告があり，そして地区で非農地判定対象地の審議をされ，先月

の５月１６日に市農業委員の長谷会長，鈴木会長職務代理，ブロック選出の大石委員，

会長会の杉本会長，庄内地区委員会の早川会長，そして事務局職員にて現地確認を行

いましたので，その時の写真を添付させていただきました。今回は３ヶ所の現場があ

りますので，資料３の位置図でＡ・Ｂ・Ｃと分けさせていただきました。資料４では，

ＡからＣ地区の拡大した位置図と写真方向，４枚目からは，写真を添付させていただ

きました。 写真では分りづらいところがありますので，状況について説明させてい

ただきます。Ａ地区は，写真では１番から３番です。両側は山林で，その谷底の部分
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が農地になっておりますが，両側の山林が農地へ押し寄せている状態で，また，この

農地へ行く道もなくなっている状態であります。続きましてＢ地区ですが，写真では

４番から６番です。元々は茶園だったようですが，現在は荒廃し，背丈も５ｍ以上伸

び，北側の隣接地の山林とあまり変わらない状態となっております。続きましてＣ地

区ですが，写真では７番から１１番です。写真では本当に分りづらいのですが，傾斜

地であり，一面が荒廃している状態です。最後に資料５として「農地・非農地の判断

対象地リスト」を添付させていただきました。Ａ地区は１１筆５,８９９㎡，Ｂ地区

は８筆３,７３６㎡，Ｃ地区は１１５筆３６,８２０㎡合計で１３４筆４６,４５５㎡

となります。Ａ～Ｃの３地区とも，手順により地区で非農地に相当すると判断され，

また，要領の判断基準にあります，周辺の状況から農地に復元しても利用することが

困難で，継続して利用することができないと見込まれる状態であるため，非農地判定

を行いたいと考えております。また，先月５月３１日に開催された地区委員会連絡協

議会において，意見聴取を行いましたが，特に意見はありませんでした。資料の位置

図や写真等をご覧になっていただき，「農地・非農地の判断対象地リスト」にある１

３４筆を非農地判定するにあたり，ご審議をお願いいたします。  

議長（長谷会長） 

ただ今，事務局から説明がありました議事第２につきまして，何かご意見ご異議ご

ざいませんか。 

別段無いようでございますので，議事第２は承認といたします。 

以上で，本日の議事は，すべて終了いたしました。 


