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農業委員会第３７回総会議事録 

 

１．日 時  令和２年７月１４日（火）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（１８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  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（０人） 

 

    

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 大西 

 

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 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 非農地証明願いについて（市証明） 

 

      報告事項９号 取下願・取消願の承認 

 

      報告事項 10号 農地法第６条第１項の規定に基づく農地所有適格法人

の定期報告について 

 

   第２ 特定農地貸付けの承認申請について 

 

 

 

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３７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。 
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まず，開会にあたりまして，本日の農業委員会第３７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

１７番豊田栄美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，稲生地区 43番について説明いたします。譲受人は，利用農地 22,061㎡を耕

作されています。今回の申請地面積は 508 ㎡で，併せて 22,569 ㎡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 2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，一ノ宮地区 44番について説明いたします。譲受人は，利用農地 4,886

㎡を耕作されています。今回の申請地面積は 537 ㎡で，併せて 5,423 ㎡となります。 

機械につきましては耕うん機を 2台，田植機，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 50 年で，世帯員等その他常時雇用

している労働力は，経歴 35年が 1名です。通作距離は約 3ｋｍです。必要な農作業に

ついて，年間約 124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。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。 

続きまして，若松地区 38 番について説明いたします。譲受人は，利用農地 14,929

㎡を耕作されています。今回の申請地面積は 1,487 ㎡で，併せて 16,416 ㎡となりま

す。機械につきましては耕うん機を 4台，田植機を 2台，トラクターを 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 40 年で，世帯員等その他常

時雇用している労働力は，経歴 3年が 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 300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 42 番について説明いたします。譲受人は，利用農地 14,452

㎡を耕作されています。今回の申請地面積は 409㎡で，併せて 14,861㎡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
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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。通作時間は車で約 2分です。

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，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 35 番について説明いたします。こちらは，2 名の共有名

義農地の持分２分の１ずつを，２名の譲受人にそれぞれの持分を移転する案件です。

譲受人の２名は，同一世帯の為，併せて説明いたします。譲受人は，利用農地 39,023.63

㎡を耕作されています。今回の申請地面積は 11,343 ㎡ですが，同一世帯間での所有

権移転でございますので，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 2 台，茶刈機を 1 台所有されています。労働力及び技術につきましては，

本人がそれぞれ経歴 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 2 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 180 日と 100

日従事されています。取得後は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。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。 

続きまして，久間田地区 40番について説明いたします。譲受人は，利用農地 14,716

㎡を耕作されています。今回の申請地面積は 882 ㎡で，併せて 15,598 ㎡となります

が，この後ご説明させていただきます久間田地区 41 番で 2,132 ㎡を譲り渡すため，

利用農地は 13,466 ㎡となります。機械につきましては農用自動車を 1 台リースで，

トラクター，動力噴霧器を各 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 60 年，10 年，

8 年が各 1 名です。通作時間は隣接地の為，かかりません。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，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。 

続きまして，久間田地区 41番について説明いたします。譲受人は，利用農地 5,254

㎡を耕作されています。今回の申請地面積は 2,132㎡で，併せて 7,386㎡となります

が，先ほどご説明させていただきました久間田地区 40 番で 882 ㎡を譲り渡すため，

利用農地は 6,504㎡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

ンを各 1台リースで，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年です。通作距離は約 300ｍ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。 
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続きまして，椿地区 36 番について説明いたします。譲受人は，利用農地 6,255 ㎡

を耕作されています。今回の申請地面積は 6,976㎡で，併せて 13,231㎡となります。

機械につきましては農用自動車を 2台リースで，耕うん機を 2台，トラクターを 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 16 年です。通作距

離は約 2.7ｋｍ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，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 39 番について説明いたします。譲受人は，利用農地 3,249 ㎡

を耕作されています。今回の申請地面積は 1,777 ㎡で，併せて 5,026 ㎡となります。

機械につきましては農用自動車を 1台所有されており，茶刈機と噴霧器を各 1台リー

スで導入予定です。労働力及び技術につきましては，本人が経歴 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。通作時間は約 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，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。 

続きまして，庄内地区 37 番について説明いたします。譲受人は，利用農地 1,522

㎡を耕作されています。今回の申請地面積は 671㎡ですが，この後ご審議いただきま

す第 6号議案，農用地利用集積計画で 3,152㎡申請されており，併せて 5,345㎡とな

ります。機械につきましては，耕うん機を 3台，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 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 1 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

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 10 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。 
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久間田地区 5番は後に説明します第 5号議案農地法第 5条の規定による許可申請の

貸借権，久間田地区 19 番の営農型太陽光パネル設置用地の営農に対する貸借権の設

定のための申請です。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 19,480.79 ㎡です。機械につきましては，農用自動車を 1 台，草刈り機を 2

台所有されており，液肥コントローラーを 2基，噴霧器を 1台所有予定です。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，未経験が 1名

で，営農経験者を 3名増員予定です。臨時雇用労働力は，営農経験者を 2名増員予定

です。また，営農指導者による立ち会い指導等を適宜行うことを確認しております。

通作時間は車で約 1時間です。必要な農作業について，役員の 1名が年間約 150日常

時従事します。取得後は，ブルーベリーを栽培するとの申請です。農地所有適格法人

以外の法人が農地の権利を取得する場合には，農地法第 3条第 3項第 1号により，解

除条件付き貸借に限られております。今回の申請は，契約書に農地を適正に利用して

いない場合には貸借契約を解除する旨が記載されており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。 

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。 

大石委員 

太陽光パネルの下でブルーベリーを栽培するとのことですが，専門的な知見を聞い

て判断されたのですか。 

事務局 

 営農指導者は営農について２０年以上の栽培実績があり，添付いただいた資料で判

断しております。 

大石委員 

ブルーベリーの栽培実績はあっても，営農型太陽光パネルでの栽培について，専門

家の見解が必要ではないか。 

事務局 

 資料として生育に関する論文等は添付いただいておりまし，遮光率につきましても

ブルーベリーの生育に問題ないという根拠資料も添付いただいております。 

大石委員 

提出された資料に対して，農業委員会として否定できないと思うが，添付資料だけ

でなく，農業委員会としても，整合性のある回答ができるように虚偽の資料でないか

データ等を調査する必要があると思いますので，ぜひお願いします。 
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事務局 

今までタマリュウやお茶といった作物の営農型太陽光パネルはありましたが，ブル

ーベリーは鈴鹿市では初めてでしたので，慎重に調べました。愛知県や岐阜県で事例

がありましたので，そのあたりも参考にさせていただいております。営農型につきま

しては，毎年収穫量を報告することになりますので，営農計画に対する実績を見なが

ら，調査していきたいと考えております。 

堀田委員 

調査して，営農にマッチしないとなれば，なんらかの指導をするのですか。 

事務局 

営農型の基準として，地域の単収８割以上の収穫量がない場合は，指導・勧告する

ことになります。勧告しても改善されない場合は，撤去してもらうことになります。 

堀田委員 

ブルーベリーに限らず，営農型については，明らかに営農にならない場合は，指導

に入るということですね。 

事務局 

毎年，知見を有する方の報告書を提出していただき，委員会でも報告させていただ

きます。 

藤田委員 

久間田の地区委員会に出席し，お話しを伺いました。ブルーベリーは２年生の苗を

大きなポットで液肥で栽培するとのことでしたので，３年間の収穫量はほとんどない

と思われます。雨や強風対策としては，防風ネットを設置するとのことでした。近隣

住民から苦情がでないように同意を得るよう伝えました。 

大石委員 

営農型については，注視しながら，定期的に確認することが必要であると思います

ので，委員会としてこのような仕組み作りを検討していきたい。 

堀田委員 

営農について進捗状況を現地確認し，報告していただきたい。 

事務局 

検討します。 

長谷会長 

 他に，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。 

まず，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。
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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 2,620ｍ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，椿地区 4番は，農業用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余水は南側道路側溝へ

放流します。周囲は道路及び宅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 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 68 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 1,220ｍ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。雨水は自然浸透です。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，国府地区 71 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 1,910ｍ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，石薬師地区 76 番は，太陽光パネル設置用地として転用したい旨の申
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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 230ｍ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。資金は融資の見込みがあること及び残

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 27 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 1,280ｍ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，稲生地区 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 1,230ｍ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，稲生地区 67 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

鹿サーキット稲生駅から西へ約 860ｍ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。なお，こちらは 3,000 ㎡を超える太陽光発電事業の為，7

月 10日に現地確認を実施しております。 

続きまして，稲生地区 69 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 1,350ｍ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を設置し自然浸透で

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 70 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
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生駅から北へ約 1,320ｍ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，箕田地区 74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

ら北西へ約 440ｍ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。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，雨水と共に東側既設水路

へ放流します。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，合川地区 72 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東へ約 1,360ｍ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

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，合川地区 73 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東へ約 850ｍ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

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，鈴峰地区 77 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 3,750ｍ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。資金は融資の見込みがあること及び残高証明書にて確認

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，鈴峰地区 78 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 3,520ｍに位置し，第 1 種農地及び第 3 種農地のい
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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。 

以上 13 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，

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，石薬師地区 25 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，石薬師地区市民

センターから北西へ約 1,880ｍ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，北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 27 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，鈴鹿サーキ

ット稲生駅から北東へ約 780ｍ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，玉垣地区 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，農業振興地域内，農用地区域外の第 2種農地です。判断基準は，柳

駅から南東へ約 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
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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 26 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，中瀬古駅から北西へ

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，久間田地区 19 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 3 年間です。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。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，残高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，引込柱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ブルーベリーを栽培

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，全国で栽

培指導を行っている法人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，周囲は土留め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 24 番は，隣地及び近隣で生育する苗木の出荷場用地として

転用したい旨の申請です。申請地は，農業振興地域外の第 1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 2,310ｍ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。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南側道路側溝へ放流します。申請地は道路に囲まれている

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，庄内地区 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，農業振興地域内及び農業振興地域外，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西へ約 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。土地は

切土盛土により造成。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。なお，こちらは 3,000㎡を超える太陽光発電事業の為，現地確認を実施して

います。 

以上 7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
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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，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。 

112番は，鈴峰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６号議案について，事務局より説明いたします。 

事務局 

続きまして，１番は，国府地区で使用貸借です。 

２番は，庄野地区で使用貸借です。 

３番から２４番は，加佐登地区です。 

３番及び４番は，使用貸借です。 

５番は，５，０００円の現金払いです。 

６番から１１番は，１０，０００円の現金払いです。 

１２番から２１番は，２０，０００円の現金払いです。 

２２番は，２０，０００円の振り込みです。 

２３番及び２４番は２０，０００円の現金払いです。 

２５番及び２６番は，石薬師地区です。 

２５番は，５５８，０００円の売買です。 

２６番は，使用貸借です。 

２７番は，一ノ宮地区で米５０ｋｇの物納です。 
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２８番は，玉垣地区で米１０ｋｇ，３５ｋｇ相当の振り込みです。 

２９番は，久間田地区で，使用貸借です。 

３０番から６６番は，椿地区です。 

３０番から４３番は，使用貸借です。 

４４番は，５，０００円の現金払いです。 

４５番と４６番は，１０，０００円の現金払いです。 

４７番は，２０，０００円の現金払いです。 

４８番は，１０，０００円の現金払いです。 

４９番から５１番は，２０，０００円の現金払いです。 

５２番は，５，０００円の現金払いです。 

５３番及び５４番は，茶１ｋｇの物納です。 

５５番は，８，０００円の現金払いです。 

５６番及び５７番は，茶１ｋｇの物納です。 

５８番は，３５，０００円の現金払いです。 

５９番から６３番は，５，０００円の現金払いです。 

６４番から６６番は，使用貸借の利用権移転です。 

６７番から１０６番は，深伊沢地区です。 

６７番から７３番は，使用貸借です。 

７４番は，１０，０００円の現金払いです。 

７５番及び７６番は，茶１ｋｇの物納です。 

７７番は，５，０００円の現金払いです。 

７８番及び７９番は，１０，０００円の現金払いです。 

８０番は，３０，０００円の現金払いです。 

８１番から８４番は，１円の振り込みです。 

８５番から８７番は，１０，０００円の現金払いです。 

８８番は，１０，０００円の振り込みです。 

８９番から９８番は，１０，０００円の現金払いです。 

９９番は，使用貸借と９，６００円の振り込みです。 

１００番は，７，５００円の現金払いです。 

１０１番は，１０，０００円の現金払いです。 

１０２番は，１，５００円の現金払いです。 

１０３番は，１０，０００円の現金払いです。 

１０４番は，１０，０００円の振り込みです。 

１０５番及び１０６番は，１５，０００円の振り込みです。 

１０７番から１１１番及び１１３番から１９６番は，鈴峰地区です。 

１０７番から１１１番及び１１３番から１１８番は，使用貸借です。 
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１１９番は，使用貸借と１０，０００円の現金払いです。 

１２０番から１３５番は，使用貸借です。 

１３６番は，６，６６６円の現金払いです。 

１３７番及び１３８番は，７，５００円の振り込みです。 

１３９番は，１０，０００円の現金払いです。 

１４０番は，茶５００ｇの物納です。 

１４１番及び１４２番は，茶１ｋｇの物納です。 

１４３番は，８，０００円の現金払いです。 

１４４番から１４６番は，１０，０００円の現金払いです。 

１４７番から１４９番は，２０，０００円の現金払いです。 

１５０番は，３０，０００円の現金払いです。 

１５１番は，１０，０００円の現金払いです。 

１５２番は，５０，０００円の現金払いです。 

１５３番は，２筆合計で７０，０００円の現金払いです。 

１５４番は，８筆合計で１３５，０００円の振り込みです。 

１５５番から１５７番は，５，０００円の現金払いです。 

１５８番から１６０番は，７，５００円の現金払いです。 

１６１番から１６７番は１０，０００円の現金払いです。 

１６８番は米２５ｋｇの物納です。 

１６９番は，１０，０００円の現金払いです。 

１７０番から１７２番は５，０００円の現金払いです。 

１７３番から１７５番は，茶１ｋｇの物納です。 

１７６番は，茶５００ｇの物納です。 

１７７番から１８０番は，１０，０００円の現金払いです。 

１８１番は，５，０００円の現金払いです。 

１８２番から１８８番は，１０，０００円の現金払いです。 

１８９番は，２３，０００円の振り込みです。 

１９０番は，４０，０００円の現金払いです。 

１９１番は，３筆合計で２０，０００円の現金払いです。 

１９２番及び１９３番は，３筆合計で３０，０００円の現金払いです。 

１９４番は，４筆合計で３０，０００円の現金払いです。 

１９５番は，７，０００円の現金払いです。 

１９６番は，１０，０００円の現金払いです。 

１９７番から２０４番は，庄内地区です。 

１９７番は，使用貸借です。 

１９８番は，１０，０００円の現金払いです。 
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１９９番及び２００番は，５，０００円の現金払いです。 

２０１番から２０４番は，茶１ｋｇ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。 

続きまして，議事第２ 特定定農地貸付けの承認申請について，事務局より説明い

たします。 

事務局 

 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律に基づく，特定農地貸付けの

申請について，ご説明します。お手元の資料をご覧ください。 

 まず，特定農地貸付けについてご説明させていただきます。特定農地貸付けとは農

地の貸付の一種で，次に掲げる要件に該当するものをいいます。一つ目は，１０アー

ル未満の農地の貸付けで相当数の者を対象として定型的条件で行われること。二つ目

は営利を目的としない農作物の栽培の用に供するための農地の貸付けであること。三

つ目は，貸付期間が５年を超えないこと。以上の定めがあり，一般的には「ふれあい

農園」等の開設に際した農地の貸し借り等が対象とされます。農業委員会への申請に

おける承認要件としましては，資料裏面の法第 3条第 3項第 1号から第 4号に記載の

内容でございます。 

 では，今回の申請内容についてご説明いたします。申請農地は若松西二丁目 275番

1 です。面積は 152 ㎡，地目は登記簿，現況ともに畑です。特定農地貸付規定並びに

特定農地貸付の用に供する農地の位置図は資料のとおりです。 

今回の申請につきまして，法第 3 条第 3 項第 1～4 号で定める承認要件を満たして

いると考えます。なお，地区委員会では既にご審議いただき承認されております。ご
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審議のほど，宜しくお願いします。 

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。 


