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農業委員会第３４回総会議事録 

 

１．日 時  令和２年４月１４日（火）午前９時３０分～午前１０時３５分 

 

２．場 所  鈴鹿市役所 １２階 １２０３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  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（２人） 

   １２番 岡本  隆  １３番 益川  征 

    

５．事務局  

農業委員会事務局 岩嵜農地ＧＬ，田吹，北条総務ＧＬ 

農林水産課農政Ｇ 水谷，武内 

 

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 非農地証明願について（市証明） 

 

      報告事項８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９号 時効取得による移転 

 

      報告事項 10号 取下願・取消願の承認 

 

７．会議の概要 

事務局 

定刻になりましたので，ただ今より，鈴鹿市農業委員会第３４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 

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３４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第１９番山田達眞様，議席番

号第３番犬飼照雄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。 
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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，庄野地区 3番について説明いたします。譲受人は，利用農地 7,479㎡を耕作

されています。今回の申請地面積は 177㎡で，併せて 7,656㎡となります。機械につ

きましては，乾燥機を 3台，トラクター，耕うん機，田植機，コンバイン，バインダ

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 45 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。通作距離は約 2ｋｍ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，牧田地区 6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 2,788㎡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 2,634㎡申請されて

おり，併せて 5,422㎡となります。機械につきましては，耕うん機，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 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。通作時間は車で約 5

分です。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，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，玉垣地区 2 番について説明いたします。譲受人は，利用農地 10,120

㎡を耕作されています。今回の申請地面積は 1,378 ㎡で，併せて 11,498 ㎡となりま

す。機械につきましては，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 30 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 5ｋｍです。必要な農作業について，年

間約 80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，合川地区 5 番について説明いたします。譲受人は，利用農地 13,048

㎡を耕作されています。今回の申請地面積は 1,404 ㎡で，併せて 14,452 ㎡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，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 40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 1.3ｋｍで

す。必要な農作業について，年間約 190日従事されています。取得後は，水稲，野菜
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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 4番について説明いたします。こちらは 2 名の譲受人に申請

地の持分 2 分の 1 ずつを移転する案件です。同一世帯の譲受人は，利用農地 27,951

㎡を耕作されています。今回の申請地面積は 1,470 ㎡で，併せて 29,421 ㎡となりま

す。機械につきましては，トラクター1 台，耕うん機を 6 台，農用自動車を 5 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 42年と 37年で，世帯

員等その他常時雇用している労働力は，経歴 62年が 1名です。通作距離は約 2.5ｋｍ

です。必要な農作業について，年間約 330日従事されています。取得後は，茶，花木，

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，庄内地区 1番について説明いたします。譲受人は，利用農地 7,604㎡

を耕作されています。今回の申請地面積は 2,217 ㎡で，併せて 9,821 ㎡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 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，世帯員等その他常時雇用している労働力は，

経歴 32年，25年，15年，11年が各 1名です。通作距離は約 300ｍです。必要な農作

業について，年間約 300日従事されています。法人形態は株式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，役員の過半が法人の

行う農業に常時従事する構成員であり，役員の一名以上が法人の行う農作業に常時従

事しており，農地所有適格法人の要件を満たしています。取得後は，牧草を栽培する

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，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。 

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 

事務局より説明を求めます。 

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，牧田地区 2番について説明いたします。使用借人は，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 2,634㎡ですが，先ほどご審議いただきまし



 5 

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 2,788㎡申請されてお

り，併せて 5,422 ㎡となります。機械につきましては，耕うん機，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 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。通作時間は徒歩で約 2

分です。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，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，深伊沢地区 1番について説明いたします。使用借人は，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 5,239㎡です。機械につきましては，

トラクター，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 6年で，世帯員等その他常時雇用している労働力は，経歴 0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 100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 2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。 

飯野地区 1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，飯野地区市民センターから

南へ約 790ｍ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，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，雨水とともに西側の既設排水桝に接続します。周囲はコンクリート擁壁が設置さ

れている為，周辺農地への支障はないと考えています。 
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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 

事務局より説明を求めます。 

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 165 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 2,760ｍ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

北側道路側溝へ放流します。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，国府地区 166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 2,700ｍ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。

雨水は南側道路側溝へ放流します。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，国府地区 14 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 1,130ｍ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。

雨水は西側道路側溝へ放流します。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 8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，加佐登地区

市民センターから西へ約 1,200ｍ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
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ます。取水は上水道。汚水・生活雑排水は農業用集落排水へ接続。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，牧田地区 6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，牧田

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，有効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，石薬師地区 5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，石

薬師地区市民センターから北東へ約 610ｍ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，稲生地区 18 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，鈴鹿サーキット稲

生駅から北へ約 1,290ｍ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。周囲は既存の畦の内側に

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。 

続きまして，稲生地区 19 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，鈴鹿サーキット稲

生駅から北へ約 1,270ｍ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，有効敷地全体を

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。周囲は既存の畦の内

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。 

続きまして，一ノ宮地区 3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730ｍに位置し，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

残高証明書を確認しております。面積の妥当性は，有効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。 



 8 

続きまして，一ノ宮地区 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。こちらは，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

許可申請の貸借権，一ノ宮地区 5番と一体利用する案件です。申請地は，農業振興地

域外の第 2 種農地です。判断基準は，一ノ宮地区市民センターから北西へ約 2,600ｍ

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，有効敷地全体を利用する計画の為，適正

と考えています。土地は切土盛土により造成。雨水は敷地内に調整池・沈砂池を設け

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。なお，こちらは 3,000㎡を超える太陽光発

電事業の為，4月 10日に現地確認を実施しています。 

続きまして，一ノ宮地区 20 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，一ノ宮地区市民

センターから北西へ約 2,360ｍ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，有効敷地

全体を利用する計画の為，適正と考えています。雨水は素掘りの貯水池へ流入させ自

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，一ノ宮地区 21 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，一ノ宮地区市民

センターから北西へ約 2,330ｍ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。周囲は既存の畦の

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。 

続きまして，一ノ宮地区 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，農業振興地域外の第 2種農地です。判断基準は，一ノ宮地区市民

センターから北西へ約 2,370ｍ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。周囲は既存の畦の

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。 

続きまして，一ノ宮地区 23 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，一ノ宮地区市民

センターから北西へ約 2,570ｍ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，有効敷地

全体を利用する計画の為，適正と考えています。雨水は素掘りの貯水池へ流入させ自

然浸透です。周囲は既存の畦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。 

続きまして，若松地区 24 番は，隣接土木工事業者の資材置場用地として転用した
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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，伊勢若松駅から南西へ約 710ｍ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，栄地区 1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，中瀬古駅から東へ約 350

ｍに位置し，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 9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，栄地区市

民センターから北西へ約 380ｍ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

南側既設水路へ放流します。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，栄地区 11 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，磯山

駅から西へ約 540ｍに位置し，鉄道の駅から周囲おおむね 500ｍ以内に位置している

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。雨水は自然浸透及び南側側溝へ放流します。周囲

は素掘りの貯水路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，栄地区 12 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，磯山

駅から西へ約 550ｍに位置し，鉄道の駅から周囲おおむね 500ｍ以内に位置している

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。雨水は自然浸透及び南側側溝へ放流します周囲は

素掘りの貯水路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，栄地区 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，農業振興地域外の第 2種農地です。判断基準は，中瀬古駅から北東へ

約 560ｍ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を確認しております。面積の妥当性は，有効敷地全体

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
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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 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，合

川地区市民センターから南へ約 1,130ｍ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

確約書を確認しております。面積の妥当性は，有効敷地全体を利用する計画の為，適

正と考えています。土地は切土盛土により造成。雨水は敷地内に調整池・沈砂池を設

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。なお，こちらは 3,000㎡を超える太陽光発

電事業の為，4月 10日に現地確認を実施しております。 

続きまして，鈴峰地区 4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，鈴峰地区市民センタ

ーから南東へ約 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，鈴峰地区 10 番は，製造業を営む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，鈴峰地区市民センターから北西へ約 3,460ｍ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，庄内地区 2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西へ約 2,080ｍ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。雨水は自然浸透及び余水は南側

道路側溝へ放流します。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。 

以上 24 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貸借権について，
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事務局より説明いたします。 

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，加佐登地区 4 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西へ約 930ｍ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，白子地区 6番は，近隣不動産業者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，

白子地区市民センターから西へ約 1,240ｍ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余水は南側

道路側溝へ放流します。周囲は道路，水路，コンクリートブロックに囲まれており，

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 7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，河曲地区市民

センターから北東へ約 390ｍ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・領収書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。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・生活雑排水は公共下

水へ接続。雨水は南側既設水路へ放流します。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，一ノ宮地区 5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。こちらは，先ほどご審議いただきました第 4号議案農地法第 5条の規定による

許可申請の所有権，一ノ宮地区 13 番と一体利用する案件です。申請地は，農業振興

地域外の第 2 種農地です。判断基準は，一ノ宮地区市民センターから北西へ約 2,600

ｍ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，有効敷地全体を利用する計画の為，適

正と考えています。土地は切土盛土により造成。雨水は敷地内に調整池・沈砂池を設

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。なお，こちらは 3,000㎡を超える太陽光発

電事業の為，4月 10日に現地確認を実施しています。 

続きまして，若松地区 3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，伊勢若松駅か
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ら南西へ約 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，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，井田川地区 1番は，近隣運輸業者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，

井田川地区市民センターから北東へ約 830ｍ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。雨水は自然浸透及び余水は

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，椿地区 8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。

こちらの案件は，先月の第 33回鈴鹿市農業委員会総会でご審議いただきました，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，椿地区 170番の権利内容に変

更があった為，許可の取り消しを行い，改めて申請を行うものです。変更内容は所有

権移転から地上権設定への変更です。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，椿地区市民センターから北西へ約 1,000ｍ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

水は自然浸透及び余水は東側道路側溝へ放流します。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 2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，農業振興地域外の第 3種農地です。判断基準は，鈴鹿インターチェンジから西

へ約 220ｍに位置し，インターチェンジの出入口から周囲おおむね 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。 

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。 
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続きまして，第６号議案 農用地利用集積計画について，事務局より説明いたしま

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４番は，庄野地区です。 

１番は，使用貸借及び米２５ｋｇの物納です。 

２番は，米１５ｋｇの物納です。 

３番及び４番は，使用貸借です。 

 ５番から９番は，加佐登地区です。 

５番は，米３０ｋｇの物納です。 

６番から９番は，使用貸借です。 

１０番から２２番は，牧田地区です。 

１０番は，米３５ｋｇの物納です。 

１１番から１３番は，米３５ｋｇの物納です。 

１４番は，米１０ｋｇの物納です。 

１５番は，米２５ｋｇの物納です。 

１６番は，米５０㎏の物納です。 

１７番は，米３５ｋｇ，５０ｋｇの物納及び使用貸借です。 

１８番は，米１０ｋｇ，３５ｋｇの物納です。 

１９番及び２０番は，米２５ｋｇ，３５ｋｇの物納です。 

２１番は，米３５ｋｇ，２５ｋｇ，５０ｋｇ相当の現金払いです。 

２２番は，米２５ｋｇ相当の現金払いです。 

２３番から２７番は，石薬師地区で使用貸借です。 

２８番は，稲生地区で使用貸借です。 

２９番は，飯野地区で，米３５ｋｇ，５０ｋｇ，２５ｋｇ，１０ｋｇの物納です。 

３０番から３５番は，河曲地区です。 

３０番は，米２５ｋｇの物納です。 

３１番は，米２５ｋｇ，１０ｋｇの物納です。 

３２番は，米３５ｋｇ，１０ｋｇの物納です。 

３３番は，米４５ｋｇ，３０ｋｇの物納です。 

３４番は，米６０ｋｇ，１５ｋｇの物納です。 

３５番は，米１０ｋｇ相当の現金払いです。 

３６番から４０番は，一ノ宮地区です。 

３６番から３９番は，米２５ｋｇの物納です。 

４０番は，米５０ｋｇ，２５ｋｇの物納です。 
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４１番及び４２番は，箕田地区です。 

４１番は，米２５ｋｇの物納です。 

４２番は，米５０ｋｇの物納です。 

４３番から５２番は，玉垣地区です。 

４３番及び４４番は，農地中間管理機構を通した利用権設定で，米１０ｋｇの物納

です。 

４５番及び４６番は，農地中間管理機構を通した利用権設定で，米５０ｋｇの物納

です。 

４７番及び４８番は，農地中間管理機構を通した利用権設定で，米２５ｋｇ，３５

ｋｇの物納です。 

４９番及び５０番は，農地中間管理機構を通した利用権設定で，米３５ｋｇ，５０

ｋｇの物納です。 

５１番及び５２番は，農地中間管理機構を通した利用権設定で，米３５ｋｇ，５０

ｋｇ，２５ｋｇの物納です。 

５３番及び５４番は，若松地区で，使用貸借です。 

５５番は，栄地区で，使用貸借です。 

５６番から６２番は，天名地区です。 

５６番から６０番は，米３０ｋｇ相当の振込みです。 

６１番は，米６０ｋｇ相当の振込です。 

６２番は，米３０ｋｇ，６０ｋｇ相当の振込です。 

６３番から８１番は，井田川地区です。 

６３番から６８番は，農地中間管理機構を通した利用権設定で，米３０ｋｇの物納

です。 

６９番から７２番は，農地中間管理機構を通した利用権設定で，米５０ｋｇの物納

です。 

７３番から７６番は，農地中間管理機構を通した利用権設定で，米５０ｋｇ，３０

ｋｇの物納です。 

７７番及び７８番は，農地中間管理機構を通した利用権設定で，米１０ｋｇ，５０

ｋｇの物納です。 

７９番は，使用貸借です。 

８０番及び８１番は，農地中間管理機構を通した利用権設定で，米５０ｋｇの物納

です。 

８２番から８７番は，深伊沢地区です。 

８２番は，使用貸借です。 

８３番は，１２，０００円の振込です。 

８４番から８７番は，農地中間管理機構を通した利用権設定で，５０００円の振込
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です。 

８８番から１１０番は，鈴峰地区です。 

８８番から１０９番は，使用貸借です。 

１１０番は，８筆合わせて１０万円の振込です。 

 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

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 10 につきまして

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１から 10 の案件は，すべて書類内

容等も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しましたが，ご質問等ございますでしょうか。何もないよう

でございますので，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。 


