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農業委員会第２７回総会議事録 

 

１．日 時  令和元年９月１３日（金）午前９時３０分～午前１０時４０分 

 

２．場 所  鈴鹿市役所 １２階 １２０５会議室 

 

３．出席委員（１６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   ７番 杉野 彦    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  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（２人） 

１５番 住田 和子  １６番 近藤 啓子 

   

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 東郷ＧＬ，大西，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４条の規定による許可申請について 

 

      第４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５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６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） 
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      第７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 

 

      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 農地の転用事実に関する照会について（法務局） 

 

      報告事項８号 農地の転用事実に関する照会について（三重地方税管理

回収機構） 

      報告事項９号 非農地証明願いについて（市証明） 

 

      報告事項１０号 相続税の納税猶予に関する適格者証明について 

 

   第２ 農業振興地域整備計画の変更について 

 

 

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２７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２７回総会は，委員の過半数が出
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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４番佐々木平様，議席番号５

番伊藤光春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 65 番について説明いたします。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 559㎡ですが，この後ご審議いただきます

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で5,065㎡申請されており，

併せて 5,624㎡となります。機械につきましては，農用自動車を 3台，トラクターを

2 台，耕うん機を 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 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 30ｍです。必要な農作業について，年間約 150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。

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，石薬師地区 61 番について説明いたします。譲受人は，利用農地 2975

㎡を耕作されています。今回の申請地面積は 2006 ㎡ですが，この後ご審議いただき

ます第 7号議案，農地利用集積計画で 900㎡申請されており，併せて 5,881㎡となり

ます。機械につきましては，トラクター，耕うん機，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 40 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 1.6ｋｍ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 62 番について説明いたします。譲受人は，利用農地

8,108.76 ㎡を耕作されています。今回の申請地面積は 343 ㎡で，併せて 8,451.76 ㎡

となります。機械につきましては，トラクターを 2台，耕うん機，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 年が 1 名です。通作距離

は約 700ｍです。必要な農作業について，年間約 100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，天名地区 63 番について説明いたします。譲受人は，利用農地 20,518

㎡を耕作されています。今回の申請地面積は 1,661 ㎡で，併せて 22,179 ㎡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 年が 1 名です。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 150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，井田川地区 60番について説明いたします。譲受人は，利用農地 11,347

㎡を耕作されています。今回の申請地面積は 997㎡で，併せて 12,344㎡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，農用自動車を各 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。通作時間は車で約 20 分です。

必要な農作業について，年間約 90 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，鈴峰地区 59 番について説明いたします。譲受人は，利用農地 11,538

㎡を耕作されています。今回の申請地面積は 908㎡で，併せて 12,446㎡となります。

機械につきましては，田植機，トラクター，コンバイン，茶刈機，動力噴霧器，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 25

年で，世帯員等その他常時雇用している労働力は，経歴 55 年が 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，年間約 60日従事されています。取得

後は，水稲，野菜，茶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 6件，いずれの案件も，農地法第 3条第 2項の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。 

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。 



 5 

加佐登地区 5番について説明いたします。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 5,065 ㎡ですが，先ほどご審議いただきました第 1

号議案，農地法第 3条の規定による許可申請の所有権で 559㎡申請されており，併せ

て 5,624㎡となります。機械につきましては，農用自動車を 3台，トラクターを 2台，

耕うん機を 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 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。通作時間

は車で約 5分です。必要な農作業について，年間約 150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。

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。 

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４条の規定による許可申請について，事務局よ

り説明します。 

事務局 

第 3号議案 農地法第 4条の規定による許可申請について説明致します。 

稲生地区 14 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，稲生地区市民センターか

ら南西へ約 910ｍ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，東側道路側溝へ放流します。雨水は北側道路側溝へ放流し

ます。周囲は石積み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。 

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条許可申請の事業計画変更申請について，事務 
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局より説明します。 

事務局 

第4号議案 農地法第５条許可申請の事業計画変更承認申請について説明致します。 

国府地区 2 番は，太陽光パネル設置用地として令和元年 5 月 16 日付け鈴農委指令

第 9-8号，10-4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。計画区域

の追加及び，パネルの設置面積等が変更となった為，事業計画を変更するものです。

事業の目的・用途は前回許可内容と変更ありません。転用内容につきましては，この

後ご審議いただきます第 5号議案農地法第５条の規定による許可申請の所有権，国府

地区 65 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，国府地区市民センターから南東へ約 980ｍ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。雨水は敷地内に調整池を設け一時貯留し，下流水路の能力に応じた排出をし

ます。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。 

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 5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 65 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 4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，国府地区市民センターから南東へ約 980ｍ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。雨水は敷地内

に調整池を設け一時貯留し，下流水路の能力に応じた排出をします。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，庄野地区 60 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

野地区市民センターから南へ約 750ｍ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。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
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ています。雨水は自然浸透及び余水は北側側溝へ放流します。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，加佐登地区 58 番は，店舗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 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。資金は通帳の写しにて確認しております。都市計画

法は手続き中です。面積の妥当性は，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，石薬師地区 62 番は，隣接社会福祉施設拡張に伴う駐車場敷地増設の

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 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へ約 160ｍ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東側側溝へ放流します。周囲は既設

ブロック及び水路が設置されており，南側に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。なお，こちらは 1,000 ㎡を超える案件の為，

9月 10日に現地確認を実施しております。 

続きまして，白子地区 61 番は，集会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，旭が丘公民館

から南へ約 810ｍ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います。都市計画法は手続き中です。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。 

取水は上水道。汚水・生活雑排水は合併浄化槽にて処理後北側側溝へ放流します。雨

水は南側及び北側側溝へ放流します。周囲はＬ型擁壁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，栄地区 57 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，農業振興地域外の第 2種農地です。判断基準は，中瀬古駅から北へ約

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，栄地区 59 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，栄地区市民セ

ンターから北西へ約 780ｍ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
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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。資金は金融機関からの融資の見込みがあること及び，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。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，栄地区 64 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，農業振興地域外の第 2種農地です。判断基準は，栄地区市民センターから南西

へ約 1,030ｍ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。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 63 番は，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 1種農地です。判断基準は，久間田地

区市民センターから東へ約 690ｍ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，既存敷地の拡張に該当する為，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，余水は南側道路側溝へ放流。周囲はネットフ

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。なお，こちらは

1,000㎡を超える案件の為，9月 10日に現地確認を実施しております。 

続きまして，庄内地区 66 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南東へ約 1,670ｍ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ため，周辺農地への支障はないと考えて

います。 

以上 10 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。 
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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 6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 42 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東へ約 700ｍ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，合川地区 46 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北へ約 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余水は北側

側溝へ放流します。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，合川地区 47 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北へ約 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余水は北側

側溝へ放流します。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，鈴峰地区 43 番は，住宅用地の一部（通路）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 3 種農地です。判断基準は，

鈴峰地区市民センターから南へ約 310ｍ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。雨水は自然

浸透，余水は東側道路側溝へ放流。周囲は，西側は石積みが設置されており，その他

は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，鈴峰地区 44 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 3種農地です。判断基準は，鈴峰地区市

民センターから南へ約 290ｍ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，通帳の写し及び融資の見込みがある
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ことを確認しています。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・生活雑排水は東側集落排水へ放流。雨水は東側道

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。 

以上 5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６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６号議案は承認といたします。 

続きまして，第７号議案 農用地利用集積計画についてでございますが，農業委員 

会等に関する法律第３１条の規定により，〇〇委員の退席を求めます。 

議案について，事務局より説明します。 

事務局 

第７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。 

１８番は，飯野地区で，米５０ｋｇの物納です。 

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１８

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，この議案は，承認といたします。〇〇委員の着席

を求めます。 

 引き続き，第７号議案でございますが，農業委員会等に関する法律第３１条の規定

により〇〇委員の退席を求めます。 

議案について，事務局より説明します。 

事務局 

４５番は深伊沢地区で，１５，０００円の現金払いです。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１８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） 
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ただ今，事務局から説明がありました議案につきまして，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，この議案は，承認といたします。〇〇委員の着席

を求めます。 

議案について，事務局より説明します。 

事務局 

続きまして，１番から１０番は，国府地区です。 

１番から６番は，使用貸借です。 

７番は，米３０ｋｇの物納です。 

８番は，米３０ｋｇ相当の振込みです。 

９番は，米３０ｋｇの物納です。 

１０番は，５筆合わせて米１８０ｋｇ相当の現金払いです。 

１１番は，加佐登地区で，使用貸借です。 

１２番から１６番は，石薬師地区です。 

１２番は，米１５ｋｇの物納です。 

１３番は，米２５ｋｇの物納です。 

１４番から１６番は，使用貸借です。 

１７番は，稲生地区で，使用貸借です。 

１９番は，飯野地区で，米５０ｋｇの物納です。 

２０番及び２１番は，河曲地区です。 

２０番は，米４５ｋｇ相当の現金払いです。 

２１番は，米６０ｋｇの物納です。 

２２番から２５番は，一ノ宮地区です。 

２２番は，米３０ｋｇの物納です。 

２３番及び２４番は，米５０ｋｇの物納です。 

２５番は，使用貸借です。 

２６番は，箕田地区で，米５０ｋｇの物納です。 

２７番から２９番は，玉垣地区です。 

２７番は，米５０ｋｇ，米３５ｋｇの物納です。 

２８番及び２９番は，米６０ｋｇの物納です。 

３０番は，若松地区で米２５ｋｇの物納です。 

３１番及び３２番は，栄地区です。 

３１番は，米６０ｋｇの物納です。 

３２番は，使用貸借です。 

３３番は，合川地区で米３０ｋｇの物納です。 

３４番から３６番は，久間田地区です。 
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３４番は，５，０００円の現金払いです。 

３５番は，５，０００円の振込みです。 

３６番は，１４１万２，５００円の売買です。 

３７番から３９番は，椿地区です。 

３７番及び３８番は，５，０００円の現金払いです。 

３９番は，使用貸借です。 

４０番から４４番，４６番は，深伊沢地区です。 

４０番は，２万円の売買です。 

４１番は，１０，０００円の現金払いです。 

４２番は，１０，０００円の振込みです。 

４３番から４４番は，１５，０００円の現金払いです。 

４６番は，使用貸借です。 

４７番から５２番は，鈴峰地区です。 

４７番は，使用貸借です。 

４８番から５１番は，１０，０００円の現金払いです。 

５２番は，使用貸借です。 

５３番は，庄内地区で使用貸借です。 

 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７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７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１０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 農業振興地域整備計画の変更について，事務局より説明

いたします。 

事務局 
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農業振興地域整備計画の変更申出に係る農用地区域からの除外について，ご意見い

ただきたく説明申し上げます。 

鈴鹿市では，優良農地を確保し，農業振興施策を計画的に推進するため「農業振興

地域の整備に関する法律」に基づき，鈴鹿市農業振興地域整備計画を策定しておりま

す。この中で長期にわたって農業の振興を図るべき地域を「農業振興地域」に指定し

ています。さらに，この地域内で特に農業振興を図っていく土地を「農用地区域」と

指定しています。図で説明しますと，鈴鹿市全体から鈴鹿市国定公園などの一部を除

いて都市計画区域が存在します。都市計画区域内には，市街化区域と市街化調整区域

があり，その中でも市街化調整区域内のみ農業振興地域が定められております。そし

て，この農業振興地域内で，長期にわたり総合的に農業振興を図る地域として農用地

区域が設定されております。農用地区域は原則農用地以外には転用できないこととな

っていますが，やむを得ず農業以外の目的で利用する場合には，農用地区域から除外

しなければなりません。農振除外するには，農用地以外の用途に利用することについ

て具体的な計画があり，かつ農振法第１３条第２項にある５要件をすべて満たしてい

る場合に限ってすることができます。 

５要件の説明をさせていただきます。農振法第１３条第２項に書かれている項目に

なります。農地転用するための農用地区域からの除外は，農用地区域内の土地の確保

及び農業振興施策の推進等に著しい支障を及ぼさないようにする観点から，次の要件

をすべて満たす場合に限り除外することができます。１号，農用地等以外にすること

が必要かつ適当で，農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。農用地等以外の土

地とすることが必要かつ適当か，他に代替する土地がないかを確認します。２号，農

業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。周辺の営農環境，

農地の集団性，土地利用の混在等に支障が生じないかを確認します。３号，効率的か

つ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれが

ないこと。効率的かつ安定的な農業経営を営む者が目指す安定的な農業経営に支障が

生じないか，一団の農用地の集団化が損なわれないかを確認します。４号，土地改良

施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。農業用用排水施設の分断，排水阻害等

が生じないかを確認します。５号，農業生産基盤整備事業完了後８年を経過している

こと。公共投資の効用が十分に発揮されるよう，一定期間，農用地区域として確保す

る必要。以上が５要件です。 

また，農振法第１０条第３項で農用地区域とすべき条件が定められていますが，条

件を満たさないことによる農用地区域からの除外があります。 

法第１０条第３項の説明をさせていただきます。農用地区域として定める土地につ

いて，農振法第１０条第３項です。農用地区域は，農用地等として利用すべき土地の

区域であり，今後おおむね 10 年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地につい

て，次に掲げるものにつき定めるものである。１号，集団的に存在する農用地で一定
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の規模 10ha 以上のもの。２号，土地改良事業等の施行に係る区域内にある土地。３

号，１号及び２号に掲げる土地の保全又は利用上必要な施設の用に供される土地。 

４号，農業用施設用地で，一定規模 2ha以上のもの又は１号及び２号の土地に隣接

するもの。５号，１号から４号の土地のほか，果樹又は野菜の生産団地の形成その他

農業振興地域における地域の特性に即した農業の振興を図るためのその土地の農業

上の利用を確保することが必要であると認められる土地。以上が農用地区域と定める

土地の５要件になります。 

これら農用地区域の変更は，共に農振法施行規則第３条の２第２項において準用す

る同条第１項により農業委員会の意見を聴くものとされています。鈴鹿市では，農振

除外の申出受付を年に２回，６月と１２月に行っております。今回は，６月受付案件

について，ご意見を伺いたく説明させていただきます。 

番号１番は，農用地区域からの除外です。地区は，国府地区です。所在地は，国府

町９２６８番です。登記地目は，畑です。除外面積は，７８㎡です。除外理由は，法

第１３条第２項各号に該当する，既存住宅用地敷地増しの為です。 

番号２番は，農用地区域からの除外です。地区は，加佐登地区です。所在地は，広

瀬町１４４９番２の一部です。登記地目は，畑です。除外面積は，４０６㎡です。除

外理由は，法第１３条第２項各号に該当する，分家住宅を建築する為です。 

番号３番は，農用地区域からの除外です。地区は，加佐登地区です。所在地は，津

賀町９８３番です。登記地目は，田です。除外面積は，５１５㎡です。除外理由は，

法第１３条第２項各号に該当する，農家住宅を建築する為です。 

番号４番は，農用地区域からの除外です。地区は，牧田地区です。所在地は，弓削

町９０９番１です。登記地目は，田です。除外面積は，４４５㎡です。除外理由は，

法第１３条第２項各号に該当する，分家住宅を建築する為です。 

番号５番は，農用地区域からの除外です。地区は，石薬師地区です。所在地は，石

薬師町２４５６番４０９の一部です。登記地目は，畑です。除外面積は，４３８．７

９㎡です。除外理由は，法第１３条第２項各号に該当する，農家住宅を建築する為で

す。 

番号６番は，農用地区域からの除外です。地区は，河曲地区です。所在地は，十宮

町１３１８番の一部です。登記地目は，田です。除外面積は，３６０．１２㎡です。

除外理由は，法第１３条第２項各号に該当する，分家住宅を建築する為です。 

番号７番は，農用地区域からの除外です。地区は，河曲地区です。所在地は，木田

町１６３７番１です。登記地目は，雑種地です。除外面積は，１２４０㎡です。除外

理由は，法第１０条第３項各号非該当のためです。 

番号８番は，農用地区域からの除外です。地区は，一ノ宮地区です。所在地は，南

長太町２５０４番１，２５０５番１です。登記地目は，田です。除外面積は，８４２

㎡です。除外理由は，法第１３条第２項各号に該当する，既存診療所施設用地敷地増
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しの為です。 

番号９番は，農用地区域からの除外です。地区は，玉垣地区です。所在地は，柳町

１６５９番１，１６５９番２，１６５９番６，１６５９番７，及び１６５９番４の一

部です。登記地目は，田です。除外面積は，１６９５㎡です。除外理由は，法第１３

条第２項各号に該当する，診療所を建築する為です。 

番号１０番は，農用地区域からの除外です。地区は，深伊沢地区です。所在地は，

深溝町３６５５番１の一部です。登記地目は，畑です。除外面積は，４９９㎡です。

除外理由は，法第１３条第２項各号に該当する，既存事業用地敷地増しの為です。 

番号１１番は，農用地区域からの除外です。地区は，深伊沢地区です。所在地は，

追分町２２０７番３０，２２０７番３９，２２０７番４０です。登記地目は，雑種地

です。除外面積は，３９６６㎡です。除外理由は，法第１０条第３項各号非該当のた

めです。 

番号１２は，農用地区域からの除外です。地区は，鈴峰地区です。所在地は，小岐

須町３３４番１の一部です。登記地目は，田です。除外面積は，４４３．９１㎡です。

除外理由は，法第１３条第２項各号に該当する，分家住宅を建築する為です。 

以上の計画変更の内容について，農業振興地域の整備に関する法律第１３条第２項

各号すべての要件に該当すること又は法第１０条３項各号すべての要件に該当しな

いと考えます。なお，地区委員会には，事前に確認していただいております。よろし

くお願い申し上げます。 

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。 

鈴木委員 

 鈴鹿市の農用地は，どのくらいの面積があるのか。国の方針として何パーセントく

らいという目安があるのかどうか。 

事務局 

鈴鹿市の農用地区域の面積は，正確な数字が出てこないので後ほど回答させていた

だきますが，農用地の確保に関する基本指針が平成２７年に農林水産省から出ており

まして，そのなかには，１０年後の国全体での農用地区域面積の目標がございます。 

その指針を受けて三重県での方針の策定がございまして，三重県内で農用地面積を何

ヘクタール確保することが，謳われておりまして，鈴鹿市もその方針に従って農用地

の確保，優良農地の確保を行っていきたいと考えております。 

鈴木委員 

鈴鹿市での割合とか何ヘクタールといった目標数字は持っているのかどうか。 

事務局 

その数字はございます。各市町の農業振興地域整備計画で謳われておりますし，鈴
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鹿市は指定市町村を受けております関係から，農用地区域はこの面積を確保していく

というのがあります。 

豊田委員 

広瀬町の場所で，黄色く塗った地域は，緑色のところとどういう違いがあるのです

か。 

事務局 

農用地区域のなかでも，色分けがされております。水色今回の地図では薄緑に見え

ますが，田として利用促進する土地利用となっております。黄色は畑，茶色は樹園地，

オレンジ色は農業用施設用地となっております。 

豊田委員 

畑で色の塗ってないところは，現況が山林であるからですか。 

事務局 

広瀬町で色の塗ってないところは，農業振興地域内ですが，規制の厳しい農用地区

域には入っていないということになります。 

大石委員 

鈴鹿市の農業の位置付けが，昔のような感覚で，家に農地があれば農業していくと

いう方がほとんどいなくなり，担い手の方に自分の土地をお願いするという形で移行

しているところがたくさんあると思いますが，少子高齢化，人口減少という社会のな

かで，いつまでも担い手の方がやってくれるという担保がない。あまりがんじがらめ

の規制で農用地を守っていくというのがいかがなものかというのが若干頭のなかに

ある。特に庄内では非農地を進めていただいき，非農地を認めていただいた土地は，

法務局で地目を山林に変えているのですが，底地が農用地のままというのはあまりに

もアンバランスではないかと思われるので，解除する方向で考えてもらいたい。 

事務局 

 農業振興地域整備計画の変更には，必要性という部分が重要といったところをご説

明させていただきましたが，農業政策として包括した柔軟な対応をということで，農

業者の確保，発掘，農地転用後の残地の農地保全など，本市農業の維持発展を考慮し

たうえで，土地活用について本市全体の考え方，方向性をもって県と協議していく必

要があると考えております。今後，県との協議に向けて，関係部局と連携し，都市計

画法，農地法や他法令との整合性をはかって，農地を含めた都市の将来計画の策定や

実行するための調査研究を行ってまいりたいと考えております。 

西村委員 

 深溝町では，５０年前，農業従事者が４０パーセントであったが，現在では３パー

セント，１０分の１以下であるが，土地は以前のままである。３パーセントでこの土

地を管理しているので，必然的に耕作放棄地が増えている。５年後には団塊の世代が

引退すると，この土地は誰が管理するのかと心配している。事務局も考えていただい
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ていい案をだしていただきたいと思います。 

事務局 

 ご意見としていただきます。 

議長（長谷会長） 

その他，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。 


