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農業委員会第２５回総会議事録 

 

１．日 時  令和元年７月１２日（金）午前９時３０分～午前１０時２５分 

 

２．場 所  鈴鹿市役所 １２階 １２０５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   ６番 堀田 長久 

７番 杉野     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） 

５番 伊藤 光春 

   

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，中野 

 

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４条の規定による許可申請について 

 

      第３号議案  農地法第５条許可申請の事業計画変更申請について 

 

      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（所有権） 

 

      第５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６号議案  農用地利用集積計画について 
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      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 

 

      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 非農地証明願いについて（市証明） 

 

      報告事項８号 時効取得による移転 

 

      報告事項７号 取下願・取消願の承認 

 

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２５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２５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１６番近藤啓子様，議席番号

１８番久保さつき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，国府地区 38 番について説明いたします。譲受人は，利用農地 105,066 ㎡を

耕作されています。今回の申請地面積は 505㎡で，併せて 105,571㎡となります。機
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械につきましては，耕うん機，田植機，コンバイン，農用自動車を各１台，トラクタ

ー，動力噴霧機を各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年です。通作距離は約 720ｍです。必要な農作業について，年間約 280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，牧田地区 31 番について説明いたします。譲受人は，保育所を経営す

る社会福祉法人であり，保育活動として田植えや野菜の収穫等を行い食育の大切さを

経験させるために申請されました。農地法等において，学校法人，医療法人，社会福

祉法人，その他営利を目的としない法人が，その業務の運営に必要な施設の用に供す

るため農地を取得することは不許可の例外となります。譲受人は，新規就農者で現在

耕作面積はありません。今回の申請地面積は 1,536㎡です。機械につきましては，ト

ラクターを１台所有されています。通作時間は徒歩で約５分です。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。な

お，新規就農者面接の対象者ですが，新規営農理由書及び営農計画書を添付の上，申

請されており，地区委員会及び営農組合において問題ないことを確認いただいており

ます。 

続きまして，白子地区 42 番について説明いたします。譲受人は，障害福祉サービ

ス事業所を経営する特定非営利活動法人であり，授産事業として野菜の栽培，収穫，

販売等を通じて利用者の就労支援を行うために申請されました。農地法等において，

学校法人，医療法人，社会福祉法人，その他営利を目的としない法人が，その業務の

運営に必要な施設の用に供するため農地を取得することは不許可の例外となります。

譲受人は，新規就農者で現在耕作面積はありません。今回の申請地面積は 1,970㎡で

す。機械につきましては，農用自動車を１台，耕うん機を２台所有されています。通

作距離は約 2.8ｋｍです。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。なお，新規就農者面接の対象者ですが，新規営農理

由書及び営農計画書を添付の上，申請されており，地区委員会において問題ないこと

を確認いただいております。 

続きまして，白子地区 44 番について説明いたします。譲受人は，利用農地 6,384

㎡を耕作されています。今回の申請地面積は 965㎡で，併せて 7,349㎡です。機械に

つきましては，トラクター，耕うん機，田植機，コンバイン，乾燥機を各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 36 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，30 年が各 1 名です。通作時間は車で約４分

です。必要な農作業について，年間約 120日従事されています。取得後は，水稲，野
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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，一ノ宮地区 40 番について説明いたします。申請地は 5 月の総会にて

農地法第 3条の許可申請（所有権）で許可済みですが，譲受人の変更をするため取消

願が提出され，新たに申請されました。譲受人は，土地 3,968㎡を利用集積にて借受

け耕作しておりましたが，今回の申請地面積は，この借受け地を含め 5,775㎡となり

ます。機械につきましては，コンバインを１台所有し，田植機をリースで 1台導入予

定です。労働力及び技術につきましては，本人が経歴 5年で，世帯員等その他常時雇

用している労働力は，経歴 5 年が 1 名で，臨時雇用労働力は，経歴 3 年，1 年が各 1

名です。通作時間は徒歩で約 5分です。必要な農作業について，年間 365日従事され

ています。取得後は，水稲，苺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，栄地区 36番について説明いたします。譲受人は，利用農地 14,658㎡

を耕作されています。今回の申請地面積は 293 ㎡で，併せて 14,951 ㎡です。機械に

つきましては，耕うん機，トラクター，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 20年が 1名です。通作時間は徒歩で約 10分で

す。必要な農作業について，年間約 250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，合川地区 35 番について説明いたします。譲受人は，利用農地 5,543

㎡を耕作されています。今回の申請地面積は 1,225㎡ですが，譲渡人と譲受人の間で

以前から貸借されている土地を所有権移転するものですので，合計面積に変更はござ

いません。機械につきましては，農用自動車を 1 台，耕うん機を 2 台，動力噴霧機，

草刈機を各 3 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 30 年が 1 名です。通作距離

は約 450ｍです。必要な農作業について，年間約 340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，椿地区 37番について説明いたします。 

譲受人は，利用農地 2,178㎡を耕作されています。今回の申請地面積は 1,863㎡で

すが，この後ご審議いただきます第 6号議案，農地利用集積計画で 3,349㎡申請され

ており，併せて 7,390㎡となります。機械につきましては，トラクターを 2台，農用

自動車を 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 13 年

です。通作距離は約 15.6ｋｍです。必要な農作業について，年間約 150日従事されて
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います。取得後は，植木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 39 番について説明いたします。譲受人は，利用農地 413

㎡を耕作されています。今回の申請地面積は 2,019㎡ですが，この後ご審議いただき

ます第 6号議案，農地利用集積計画で 5,610㎡申請されており，併せて 8,042㎡とな

ります。機械につきましては，耕うん機，トラクター，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 10 年，世帯員等その他常時

雇用している労働力は，経歴 40 年が 1 名，35 年が 1 名です。通作距離は約 5ｋｍ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，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，鈴峰地区 41 番について説明いたします。譲受人は，利用農地 8,650

㎡を耕作されています。今回の申請地面積は 537㎡で，併せて 9,187㎡です。機械に

つきましては，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，

本人が経歴 50年です。通作時間は徒歩で約 5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。なお，高齢者面接対象者の為，健康状態

について問題ないことを確認いただいています。 

以上 10 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。 

鈴木委員 

 合川地区 35 番の譲渡人の耕作面積は，23 ㎡に今回の申請地 1,225 ㎡を足したもの

ではないのですか？ 

事務局 

 申請地 1,225㎡は，元々譲受人に貸借されていた土地の所有権移転であるため，譲

渡人の耕作面積は 23㎡のままです。 

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４条の規定による許可申請について事務局より

説明いたします。 

事務局 
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第 2号議案 農地法第４条の規定による許可申請について説明いたします。 

まず，国府地区 8番は，既存住宅用地の一部，進入路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北西へ約 420ｍ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。雨水は既設

排水路へ放流します。周囲はコンクリートブロックが設置済の為，周辺農地への支障

はないと考えています。 

続きまして，稲生地区 11 番は，太陽光パネル設置用地及び住宅用地の一部（進入

路）として転用したい旨の申請です。申請地は，農業振興地域外農地の第 2種農地で

す。判断基準は，鈴鹿サーキット稲生駅から北東へ約 350ｍに位置し，鉄道の駅から

周囲おおむね 500ｍ以内の区域に位置している為です。資金は第三者からの融資で，

通帳の写し及び確約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

画であり，住宅用地については建ぺい率 22％を満たす計画の為，適正と考えています。

雨水は自然浸透です。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，河曲地区 9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，河曲駅から北

東へ約 430ｍに位置し，鉄道の駅から周囲おおむね 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，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・生活雑排水は集落排水へ接続します。雨水は自然浸透です。周囲は石積み及びコ

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。 

以上 3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。 

 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条許可申請の事業計画変更申請について事務

局より説明します。 

事務局 

第 3号議案 農地法第５条許可申請の事業計画変更申請について説明致します。 

河曲地区 1番は，個人住宅用地として平成 4年 2月 6日付け 3003-39号で許可いた

しました事業計画を変更したい旨の申請です。当初は，申請地を譲渡人の子が譲受け，

個人住宅の建築を行う計画でしたが，譲受人の資金計画の実行が困難となったため，

事業が中断していました。変更後の計画は，当初の譲渡人が亡くなっているため，そ
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の相続人が太陽光パネル事業者へ譲渡し，隣接地と一体利用で太陽光パネル設置用地

とするものです。転用内容につきましては，この後ご審議いただきます第４号議案農

地法第５条の規定による許可申請の所有権，河曲地区３６番でも説明しますが，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，神戸コミュニ

ティーセンターから北西へ約 990ｍに位置し，教育・文化施設を中心とする半径 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北

側水路へ放流します。周囲は既存の畦畔の内側にフェンスを設置するため，周辺農地

への支障はないと考えています。 

以上１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所有権について事

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所有権について説明致します。 

まず，国府地区 21番は，農家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，国府地区市民センタ

ーから北西へ約 430ｍ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。資金は第三者からの融資であり，第三者の通帳の写し及び

確約書を確認しています。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，西側道路

側溝へ放流します。雨水は西側道路側溝へ放流します。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，国府地区 42 番は，住宅用地の一部（進入路及び駐車場）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，国府地区市民センターから西へ約 250ｍに位置し，地区市民センター

から周囲おおむね 300ｍ以内の区域に位置している為です。資金は領収書の写しを確

認しています。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。雨水は既設排水路へ放流します。周囲は一体利用地の宅地及び道路に囲まれてい

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，国府地区 46 番は，隣接自動車部品製造販売事業者の駐車場敷地拡大

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
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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東へ約 1,450ｍ

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。雨水は西側排水路へ放流します。周囲は一体利用地の宅地及び北側は土留

めを行い，西側は排水路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 39 番は，隣接診療所の敷地拡大の為，進入路及び駐車場

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

3 種農地です。判断基準は，石薬師地区市民センターから北西へ約 100ｍに位置し，

地区市民センターから周囲おおむね 300ｍ以内の区域に位置している為です。資金は

残高証明書にて確認しています。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。雨水は自然浸透及び南側道路側溝へ放流します。周囲はコンクリ

ートブロック，擁壁，道路側溝に囲まれている為，周辺農地への支障はないと考えて

います。 

続きまして，石薬師地区 41 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，石薬師地

区市民センターから北西へ約 100ｍに位置し，地区市民センターから周囲おおむね 300

ｍ以内の区域に位置している為です。資金は第三者からの融資であり，第三者の残高

証明書及び確約書を確認しています。都市計画法は手続き中です。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，南側道路側溝へ放流します。雨水は南側道路側溝へ放

流します。周囲はコンクリート擁壁を設置する為，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 37 番は，土木工事業者の資材置場用地として転用したい旨

の申請です。申請者の既設資材置場が手狭になり，かつ市内南部の受注が増加してい

るため，工事現場に近い当該申請地に砕石等の資材を置きたいとのことです。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，鼓ヶ浦駅から北

西へ約850ｍ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

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。雨水は自然浸透です。土地造成は約 50ｃｍの盛土を行い整地。周囲

は土留Ｌ型擁壁を設置する為，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 45 番は，近隣土木工事業者の建築資材，コンクリート製品

等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，旭が丘公民館から南東へ約 580ｍに位置し，

教育・文化施設を中心とする半径 1ｋｍまでの円で囲まれる区域の，面積に占める宅
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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。資金は残高証明書にて

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。雨水は自然浸透で，余水は既設排水管を通して南側排水路へ放流します。周囲は

既存の畦畔の内側に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。

なお，こちらは 1,000㎡を超える案件の為，7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 35 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，河曲駅から

北へ約 1,400ｍ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。

資金は融資の見込みがあることを確認しています。都市計画法は手続き中です。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・生活雑排水は集落排水へ接続します。雨水は南側水路へ放流します。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，河曲地区 36 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。先ほどご審議いただいた第３号議案農地法第５条許可申請の事業計画変更承認

申請の転用案件でございます。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，神戸コミュニティーセンターから北西へ約 990ｍに位置し，教

育・文化施設を中心とする半径 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北側既設水路へ放流します。周囲は既存の畦畔の

内側にフェンスを設置するため，周辺農地への支障はないと考えています。 

続きまして，玉垣地区 31 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，柳駅から

東へ約 390ｍに位置し，鉄道の駅から周囲おおむね 500ｍ以内の区域に位置している

為です。資金は金融機関からの融資の見込み及び第三者からの融資で，第三者の通帳

の写し及び確約書を確認しております。都市計画法は手続き中です。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，北側排水路へ放流します。雨水は北側排水路へ放流し

ます。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，井田川地区 43 番は，農家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，井田川地

区市民センターから南へ約 480ｍに位置し，地区市民センターより周囲おおむね 500

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，雨水とともに北側道路側溝へ
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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，久間田地区 32 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 1種農地です。判断基準は，久間田区

市民センターから北西へ約 2,170ｍに位置し，おおむね 10ヘクタール以上の規模の一

団の農地の区域内にある農地に該当する為です。第 1種農地は，転用を原則として許

可しない農地ですが，集落に接続して設置される住宅に該当する為，例外的に許可し

得るものと考えております。資金は融資の見込みがあることを確認しております。都

市計画法は手続き中です。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・生活雑排水は集落排水へ接続。雨水は南側道路

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，深伊沢地区 34 番は，農家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 1種農地です。判断基準は，深伊沢区

市民センターから南西へ約 1,370ｍに位置し，おおむね 10ヘクタール以上の規模の一

団の農地の区域内にある農地に該当する為です。第 1種農地は，転用を原則として許

可しない農地ですが，集落に接続して設置される住宅に該当する為，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で処理後，雨水とともに東側道路側溝へ放流。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，鈴峰地区 30 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，鈴

峰地区市民センターから北西へ約 3,870ｍ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。資金は通帳の写しと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ため，周辺農地への支障はないと考えてい

ます。 

続きまして，鈴峰地区 33 番は，近接事業所の駐車場用地として転用したい旨の申

請です。申請地は，農業振興地域外の第 2種農地です。判断基準は，鈴峰地区市民セ

ンターから南東へ約 2,010ｍ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。 

以上 15 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。 
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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。 

藤田委員 

河曲地区の 36 番の太陽光パネルの件ですが，第３号議案で事業計画変更申請があ

りましたが，許可日が平成４年で３０年近く経っているのですが，住宅は建てられな

かったのですか。 

事務局 

 分家住宅の申請があったのですが，現地は何も建てられず畑のままです。 

議長（長谷会長） 

その他，別段無いようでございますので，第４号議案は承認といたします。 

続きまして，第５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５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 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，国府地区

市民センターから南西へ約 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。資金は通帳の写し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。雨水は自然浸透です。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，国府地区 28 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 1種農地です。判断基準は，国府地区市

民センターから西へ約 1,800ｍに位置し，おおむね 10ヘクタール以上の規模の一団の

農地の区域内にある農地に該当する為です。第 1種農地は，転用を原則として許可し

ない農地ですが，集落に接続して設置される住宅に該当する為，例外的に許可し得る

ものと考えております。資金は融資の見込みがあることを確認しております。都市計

画法は手続き中です。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，雨水と共に南

側排水路へ放流します。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，国府地区 31 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，国府地区市

民センターから南西へ約 2,230ｍ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。資金は融資の見込みがあること及び通帳の写しを確認しておりま

す。都市計画法は手続き中です。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・生活雑排水は集落排水へ接続します。雨

水は東側道路側溝へ放流します。周囲は西側はコンクリートブロックを設置し，北側
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は宅地，南・東側は道路敷である為，周辺農地への支障はないと考えています。 

続きまして，河曲地区 29 番は，運送業者の事業用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，河曲駅から北東へ約 1,570ｍ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南側道路側溝へ放

流します。周囲はコンクリートブロック及びフェンスが設置されており，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，7 月 10

日に現地確認を実施しております。 

続きまして，箕田地区 32 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，箕田駅から

北へ約640ｍ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

通帳の写しを確認しております。都市計画法は手続き中です。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，北側道路側溝へ放流。雨水は敷地内新設側溝を経て北側道

路側溝へ放流。周囲は道路や宅地等，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，久間田地区 27 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，久間田地

区市民センターから南東へ約 1,260ｍ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。資金は通帳の写しと融資の見込みがあることを確認しており

ます。都市計画法は手続き中です。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

水と共に東側道路側溝へ放流。周囲はコンクリートブロック，土留を設置するため周

辺農地への支障はないと考えています。 

続きまして，鈴峰地区 26 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，鈴峰地区市

民センターから南東へ約 1,420ｍ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。資金は融資の見込みを確認しております。都市計画法は手続き中

です。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，北側道路側溝へ放流。雨水は

北側道路側溝へ放流。周囲はコンクリートブロックを設置するため周辺農地への支障

はないと考えています。 

続きまして，鈴峰地区 30 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，鈴峰地区市
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民センターから西へ約 220ｍに位置し，地区市民センターより周囲おおむね 300ｍ以

内の区域に位置している為です。資金は第三者の通帳の写し及び確約書を確認してお

ります。都市計画法は手続き中です。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・生活雑排水は集落排水へ接続。雨水

は敷地内新設側溝を経て東側水路へ放流。周囲はコンクリートブロックを設置するた

め周辺農地への支障はないと考えています。 

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，第６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６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，石薬師地区で使用貸借です。 

４番及び５番は，白子地区で米１０ｋｇの物納です。 

６番は，河曲地区で使用貸借です。 

７番及び８番は，一ノ宮地区で米６０ｋｇの物納です。 

９番は，箕田地区で米３０ｋｇの物納です。 

１０番は，栄地区で使用貸借です。 

１１番は，合川地区で使用貸借です。 

１２番から１５番は，椿地区で４０，０００円の振込みです。 

１６番から１９番は，深伊沢地区です。 

１６番及び１７番は，１５，０００円の現金払いです。 

１８番及び１９番は，使用貸借です。 

２０番から２２番は，鈴峰地区です。 

２０番は，７，５００円の現金払いです。 

２１番は，７筆合わせて１０，０００円の現金払いです。 

２２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６号議案につきまして，何かご意見ご異議
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ございませんか。 

別段無いようでございますので，第６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９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。 

鈴木委員 

第３号議案の事業計画変更申請の件ですが，平成４年になっていますが，総会で許

可された場合，農地台帳のほうも消して，宅地に変わるのではないのですか。 

事務局 

 平成４年に許可されておりますので，台帳には転用の記事が残っております。所有

権が変わってしまいますと，台帳から消えますが，今回の案件は所有権が変わってお

りませんので，台帳には残っておりました。 

鈴木委員 

 転用を出しても，経過をみて，田なら田へ戻るのですか。 

事務局 

 今回は太陽光パネルを設置したいとの申請をいただきましたので，現地確認いたし

ましたところ，農地のままでしたので，もう一度転用許可をとってもらうよう指導い

たしました。 

鈴木委員 

相当な期間が経過しているので，取消願いで整理していってもらいたい。出すだけ

出して終わりでは，何のために総会で検討しているのかわからなくなる。 

事務局 

 現在は，完了届を提出するよう指導していますが，当時は徹底させていなかったと

考えられます。 

鈴木委員 

 現在は完了届を提出してもらっているとのことですので，今後も指導をお願いしま

す。 

議長（長谷会長） 

その他，別段ないようですので，報告事項を終了します。 

以上で，本日の議事は，すべて終了いたしました。 


