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農業委員会第３回総会議事録 

 

１．日 時  令和２年９月１４日（月）午前９時３０分～午前１１時１５分 

 

２．場 所  鈴鹿市役所 １２階 １２０３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  秀 

 １番 田中 恒司   ４番 佐々木 平   ５番 小菅 武次 

 ６番 堀田 長久   ７番 飯田 秀治   ８番 辻󠄀    望 

９番 加藤 三久  １０番 小林 伸康  １１番 大石 徹也 

１３番 稲田 利幹  １４番 上田 みね子 １５番 近藤 啓子 

１６番 大野 久美子 １７番 三田 久憲  １８番 豊田 栄美子 

１９番 望月 広志 

              

４．欠席委員（１人） 

   １２番 平子  伸 

    

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，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 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 時効取得による移転 

 

      報告事項 10号 取下願・取消願の承認 

 

      報告事項 11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 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 

定刻になりましたので，ただ今より，鈴鹿市農業委員会第３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 

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３回総会は，委員の過半数が出席
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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６番堀田長久様，議席番号７番 

飯田秀治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，牧田地区 57 番について説明いたします。こちらの案件は，令和 2 年 6 月 16

日付で許可された案件の，譲受人の変更があった為，取消を行い再度申請を行うもの

です。取消については，報告事項で報告します。譲受人は，現在利用農地はありませ

んが，一昨年まで借り受けて耕作していた経歴がありますので，新規就農者には該当

しません。今回の申請地面積は 5,171㎡で，機械につきましてはトラクター，耕うん

機，田植機を各 1 台所有されています。労働力及び技術につきましては，経歴 26 年

が 2 名，3 年が 1 名，1 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 160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

いますことから支障はありません。 

続きまして，稲生・栄地区 64 番について説明いたします。譲受人は，利用農地 42

㎡を耕作されています。今回の申請地面積は 4,700㎡ですが，この後ご審議いただき

ます第 5号議案，農用地利用集積計画で 1,022㎡申請されており，併せて 5,764㎡と

なり，機械につきましては草刈り機 2 台，農用自動車を 1 台所有し，トラクター1 台

を購入予定で，田植機，コンバインを各 1台リースの予定です。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 20

年が 2名です。通作時間は車で約 15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支

障はありません。 

続きまして，一ノ宮地区 54番について説明いたします。譲受人は，利用農地 12,243

㎡を耕作されています。今回の申請地面積は 335 ㎡で，併せて 12,578 ㎡となります

が，この後ご説明させていただきます一ノ宮地区 55 番で 284 ㎡を譲り渡すため，利

用農地は 12,294 ㎡となり，機械につきましてはトラクター，農用自動車，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

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

間は徒歩で約 7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，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支障はありません。 
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続きまして，一ノ宮地区 55番について説明いたします。譲受人は，利用農地 13,091

㎡を耕作されています。今回の申請地面積は 284 ㎡で，併せて 13,375 ㎡となります

が，先ほどご説明させていただきました一ノ宮地区 54 番で 335 ㎡を譲り渡すため，

利用農地は 13,040 ㎡となり，機械につきましてはトラクター，農用自動車，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 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。通作時間は徒歩で約 3 分です。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支障はあり

ません。 

続きまして，井田川地区 61番について説明いたします。譲受人は，利用農地 13,663

㎡を耕作されています。今回の申請地面積は 419 ㎡で，併せて 14,082 ㎡となり，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 15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・果物を

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支障はありません。 

続きまして，久間田地区 56番について説明いたします。譲受人は，利用農地 23,554

㎡を耕作されています。今回の申請地面積は 1,166㎡ですが，こちらは譲渡人・譲受

人との間に貸借が結ばれており，借人である譲受人が購入するため，合計面積に変更

はなく，機械につきましてはトラクターを 1台，農用自動車を 4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 60

年が 1名，40年が 1名，20年が 1名，10年が 4名，10年未満が 7名です。通作距離

は約 1ｋｍです。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るため，農地所有適

格法人の要件を満たしています。取得後は，花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

とから支障はありません。 

続きまして，久間田地区 58番，59番は譲受人が同一の為，併せて説明いたします。

譲受人は，利用農地 11,585㎡を耕作されています。今回の申請地面積は 58番が 5,417

㎡，59 番が 4,168 ㎡で併せて 21,170 ㎡となり，機械につきましてはトラクター，耕

うん機を各 1台所有されています。労働力及び技術につきましては，世帯員等その他

常時雇用している労働力は，経歴 1年が 3名です。通作距離は約 60ｍです。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
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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るため，農地所有適格法人の要件を満たしてい

ます。取得後は，養豚用の飼料用作物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支障

はありません。 

続きまして，久間田地区 62番について説明いたします。譲受人は，利用農地 5,524

㎡を耕作されています。今回の申請地面積は 823㎡で，併せて 6,347㎡となり，機械

につきましては耕うん機を 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 1年未満で，世帯員等その他常時雇用している労働力は，経歴 1年未満が

1名です。通作時間は車で約 30分です。必要な農作業について，年間約 250日従事さ

れます。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支障はありません。 

続きまして，椿地区 63 番について説明いたします。譲受人は，利用農地 7,194 ㎡

を耕作されています。今回の申請地面積は 12,989㎡で，併せて 20,183㎡となり，機

械につきましてはトラクターを 10 台，耕うん機，コンバインを各 1 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，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，20 年が 2 名，5 年が 7 名です。通作時間は徒

歩で約 5分です。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いるため，農地所有適

格法人の要件を満たしています。取得後は，養牛用の飼料用作物を栽培するとの申請

です。本申請ですが，地区委員会による意見書にて保留の意見がありました。意見の

内容は，①糞尿等の臭気の対応について相手方と文書を交わしたいとの意見，②本申

請について，代理人ではなく当人から説明を受けたいとの意見です。その意見への対

応ですが，糞尿等の臭気について，申請地で牛の放牧を行う訳ではなく，飼料を栽培

する計画です。また，牛糞を肥料として申請地に使用する際には，機械を用いて十分

に乾燥させたものを使用するとの計画です。また，万一，周辺農地等に被害を及ぼし

た時は，当方で責任をもって解決をすると申請されており，地域の防除基準等に従い

ますことから，農地法の許可要件を満たしていると考えます。なお，地区の意見につ

いては申請代理人に伝えており，申請人から真摯に検討するとの回答を得ております。 

 続きまして，椿地区 66 番について説明いたします。こちらの案件は，令和 2 年 8

月 18 日付で許可された案件の，譲受人の変更があった為，取消を行い再度申請を行

うものです。取消については，報告事項で報告します。今回は譲受人が 2 名となり，

譲受人の 2 名は同一世帯です。譲受人は，利用農地 3,439㎡を耕作されています。今

回の申請地面積は 2,076㎡で，併せて 5,515㎡となり，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 3台所有されています。労働力及び技術につき
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ましては，本人が経歴 60年及び 20年です。通作時間はで約 3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，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

いますことから支障はありません。 

続きまして，庄内地区 53 番について説明いたします。譲受人は，利用農地 4,401

㎡を耕作されています。今回の申請地面積は 535㎡で，この後ご審議いただきます第

5 号議案，農用地利用集積計画で 782 ㎡申請されており，併せて 5,718 ㎡となり，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台所有しており，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 45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

時間は約 1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支障はありません。 

以上 12 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。 

佐々木委員 

64番について地区委員会で検討したのですが，農業を本当にやっていただけるなら

ありがたいが，転用されそうな気配がある。この場合，新規就農者に対して３年３作

の縛りはあるのでしょうか。 

事務局 

新規営農者に限らず，新しく農地を取得した場合，その土地に関しましては少なく

とも３年３作は耕作してくださいと伝えています。 

大石委員 

 この背景には，下限面積の５反要件が厳しすぎるというのがあるのではないか。今

後は検討していく必要がある。 

事務局 

５反要件は法律で縛りがございますので，関係法令で勘案しながら，今後の対策と

したいと思いますので，よろしくお願いいたします。 

近藤委員 

58番の飼料用作物は具体的にはどういうものですか。 

事務局 
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デントコーンであると聞いています。 

小林委員 

 椿地区 63 番は，元々，利用集積計画の売買で申請があり，当時地区の推進委員で

あったので現況確認に行った。申請当該地のすぐ近くに牧場があり，敷地内に残土や

土の様なものが盛られており，農地の管理としてどうなのかと思った。３年程前，そ

の敷地はたい肥置場として農転を取ったが，残土や土の様なものがあり，農転は完了

されていない状態であった。 

そのような状況なので，関係者を呼んで，地区委員会へ説明を行ってほしいと要請

を行ったが，何故か説明会を行う前に申請地へいきなり土の搬入が行われたので，地

区としては意味が分からないと思った。また，説明会に来たのは申請代理人の行政書

士のみだったため，その行政書士へ地区の要望を申請人へ伝えるよう依頼した。適正

に農地を触っていただきたい，畜産から出た糞尿等を農地に入れる場合には臭気やハ

エ，蛆といった虫に対する処理をすること，周囲の名産品であるお茶に畜産から出る

ものによって影響のないように留意してほしい旨の約束を，地区と文書で交わしてほ

しいと要望した。 

その回答がないまま３条の所有権移転の申請が出てきた。事務局の説明の中で，地

区からの意見に対して真摯に対応するとあったが，自治会や地区委員会へその話は通

っているのですか。 

事務局 

自治会ではなく地区の方へ回答はしております。 

豊田委員 

 ５反を所有しておれば農地を買えるという認識でしたが，５反を借りても農地を買

えますか。 

事務局 

 経営農地として５反以上，所有の農地と借りている農地を合わせて許可後にあれば

買うことができます。 

豊田委員 

 ５反を借りたことになっているが，その本人が耕作しているのを見たことがない。

150坪の農地を買いたいために借りたらしいが，それは良いのですか。 

事務局 

 すべての農地が適正に管理されておれば，許可の見込みはあると思います。 

議長（長谷会長） 

その他，別段無いようでございますので，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

り説明を求めます。 

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致します。 

石薬師地区 8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，石薬師地区市民センタ

ーから北へ約 480ｍ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。また，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，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及び石垣が設置されている為，適切で

あると考えています。 

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，庄野地区 97 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西へ約 1,180ｍ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。また，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，適切であると考えています。 

続きまして，河曲地区 98 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，考古博物館

から南東へ約 100ｍに位置し，公設の博物館から周囲おおむね 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。都市計画法は手続き中です。また，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，適切であると考えています。 

続きまして，栄地区 75 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 580ｍ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
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は残高証明書を確認しております。また，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，適

切であると考えています。 

続きまして，栄地区 79 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 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。また，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，適

切であると考えています。 

続きまして，久間田地区 93 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北西へ約 2,950ｍ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。また，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

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，適切である

と考えています。 

続きまして，久間田地区 94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，久間田地

区市民センターから北西へ約 2,940ｍ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。資金は既存の追認のため問題ありません。また，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

クリートブロックが設置されている為，適切であると考えています。 

続きまして，鈴峰地区 95 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 3,230ｍ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。また，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，適切であると考えています。 

続きまして，鈴峰地区 96 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 3,640ｍ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。また，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，適切であると考えています。 
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続きまして，庄内地区 99 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 1,600ｍ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。また，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，適

切であると考えています。 

以上 9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。 

大石委員 

 庄内の地区委員でもありますので，庄内の案件について協議したところ，集落の真

ん中に太陽光パネルを設置するので，反対であるとの意見がでておりました。所有者

は横浜に住んでいて荒れ地になっているので，太陽光を設置したほうがいい面もある

のではないかと話しをしました。地区から意見はでてきていませんか。 

事務局 

地区からの意見としましては，民家の真ん中であるので自治会としては難色を示し

ている。近隣住民の同意を得るためにも丁寧な説明を求める。とありました。事務局

から地区に確認しましたところ，丁寧な説明をしていただければ，事業自体に反対で

はないとのことでしたので，申請者にはその旨を伝えました。着工前までにはちゃん

と説明させていただくとの回答を得ています。 

議長（長谷会長） 

その他，別段無いようでございますので，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，

事務局より説明を求めます。 

事務局 

まず，石薬師地区 39 番は，近隣造園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，

石薬師地区市民センターから北へ約 500ｍ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。資金は残高証明書にて確認しています。

また，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石垣が設置されている為，適切であると考えてい

ます。 

続きまして，飯野地区 38 番は，隣接介護老人福祉施設のための駐車場用地として
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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西へ約 1,250ｍ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。また，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。周囲は法面及びコンクリート柵

板が設置されている為，適切であると考えています。 

続きまして，河曲地区 32 番は，土採取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 2

種農地です。判断基準は，河曲駅から北東へ約 580ｍ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。土

採取計画認可申請は提出済です。また，面積の妥当性は，敷地全体を利用する計画で

あり，適正と考えています。表土は，申請地内を数回に分けて掘削するため，同敷地

内に仮置きし採取後に戻します。隣地より保安距離 5.0ｍをとり，1：1.2の安定勾配

で掘削します。雨水は沈砂池を経由し南側道路側溝へ放流します。周囲は防護柵を設

置する為，周辺農地への支障はないと考えています。なお，農地復元計画書が提出さ

れており，事業完了後に整地し農地へ復元することを確認しておりますので，適切で

あると考えています。また，こちらは 1,000㎡を超える案件の為，9月 10日に現地確

認を実施しています。 

続きまして，河曲地区 33 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，河曲地区市

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。また，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

ロックが設置されている為，適切であると考えています。 

続きまして，一ノ宮地区 35 番は，三重県発注の農業競争力強化基盤整備事業の工

事のための仮設資材置場用地として一時転用したい旨の申請です。転用期間は 6ヶ月

間です。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，

長太ノ浦駅から北東へ約 700ｍ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。資金は領収書にて支払い済みであることを確認しております。また，面

積の妥当性は，申請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，

覚書が提出されており，事業完了後に整地し農地へ復元することを確認しております

ので，適切であると考えています。また，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。 
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続きまして，若松地区 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，伊

勢若松駅から北西へ約 500ｍ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。また，

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，適切であると考えています。 

続きまして，栄地区 40 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

駅から北西へ約 550ｍ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。資金は通帳の写しを確認しております。また，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，適切であると考えています。 

続きまして，栄地区 41 番は，先ほどご審議いただきました第 3 号議案農地法第 5

条の規定による許可申請の所有権，栄地区 75 番・79 番の太陽光パネル設置に係る工

事用の進入路用地として一時転用したい旨の申請です。転用期間は 3ヶ月間です。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 550

ｍ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。現

況は工事車両の通行に支障がない状態で，無償で通行するため資金は掛かりません。

また，面積の妥当性は，工事車両が安全に通行できる必要最低限の敷地であり，適正

と考えています。雨水は自然浸透です。周囲は宅地等に囲まれている為，周辺農地へ

の支障はないと考えています。なお，農地復元計画書が提出されており，事業完了後

に整地し農地へ復元することを確認しておりますので，適切であると考えています。 

続きまして，久間田地区 37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 3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 190ｍ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。資金は既存の追認のため問題ありません。また，

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が設置されている為，適切であると

考えています。 

続きまして，庄内地区 36 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，庄内地区市

民センターから北西へ約 670ｍ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。また，面積の妥当性は，建ぺい率 22％を満たす計画の為，適正
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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

共に北側道路側溝へ放流します。周囲は既設の石積み及び新たにコンクリートブロッ

クを設置する為，適切であると考えています。 

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。 

大石委員 

土砂採取についてですが，１級農地を際限なく許可してもいいものか。いい農地が

潰されてしますように思うが。 

事務局 

説明不足でしたが，今回の案件につきましては，山の上に農地があったのを，地域

の方が耕作しずらいことから要望があり，道路のレベルまで下げていくという案件で

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。 

９４番は玉垣地区で７７，０００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） 

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５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番から１８番は国府地区です。 
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１番から１２番は使用貸借です。 

１３番は，５，０００円の現金払いです 

１４番は，２０，０００円の振り込みです。 

１５番は，米３０ｋｇと５０ｋｇの物納です。 

１６番から１８番は米３０ｋｇの物納です。 

１９番から２７番は，庄野地区です。 

１９番は２４１万円の売買です。 

２０番から２５番は使用貸借です。 

２６番は７筆合計で４０，０００円の現金払いです。 

２７番は米６０ｋｇの物納です。 

２８番から６７番は，加佐登地区です。 

２８番から３６番は，使用貸借です。 

３７番は，２，０００円の現金払いです。 

３８番は，５，０００円の現金払いです。 

３９番は，２０，０００円の現金払いです。 

４０番から４３番は，１０，０００円の現金払いです。 

４４番，４５番は，１０，０００円の振り込みです。 

４６番から５８番は，２０，０００円の現金払いです。 

５９番から６２番は，２０，０００円の振り込みです。 

６３番は，２５，０００円の振り込みです。 

６４番，６５番は，３０，０００円の現金払いです。 

６６番は，３筆合計で３０，０００円の現金払いです。 

６７番は，６筆合計で５０，０００円の現金払いです。 

６８番から７０番は，牧田地区で米６０ｋｇの物納です。 

７１番から７５番は，石薬師地区です。 

７１番から７３番は使用貸借です。 

７４番，７５番は，１０，０００円の現金払いです。 

７６番から７８番は，白子地区です。 

７６番，７７番は，米１５ｋｇの物納です。 

７８番は，米３０ｋｇの物納です。 

７９番，８０番は，飯野地区で使用貸借です。 

８１番から９０番は，河曲地区です。 

８１番から８３番は，使用貸借です。 

８４番は，米２５ｋｇの物納です。 

８５番は，米３０ｋｇの物納です。 

８６番は，米２５ｋｇと３０ｋｇの物納です。 
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８７番は，米３５ｋｇと５０ｋｇの物納です。 

８８番から９０番は，米６０ｋｇの物納です。 

９１番から９３番は，一ノ宮地区です。 

９１番は，米１５ｋｇの物納です 

９２番は，米５０ｋｇの物納です。 

９３番は，米６０ｋｇの物納です。 

９５番は，若松地区で使用貸借です。 

９６番は，栄地区で使用貸借です。 

９７番は，天名地区で米３０ｋｇ相当の振り込みです。 

９８番から１０２番は，合川地区です。 

９８番，９９番は使用貸借です。 

１００番から１０２番は，米３０ｋｇの物納です。 

１０３番から１２６番は，井田川地区です。 

１０３番から１１１番は，使用貸借です。 

１１２番は，１０，０００円の現金払いです。 

１１３番から１１８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。 

１１９番，１２０番は，農地中間管理機構を通した利用権設定で米３０ｋｇと５０

ｋｇの物納です。 

１２１番から１２６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。 

１２７番から１９３番は，久間田地区です。 

１２７番は，使用貸借と茶５００ｇの物納です。 

１２８番から１３６番は，使用貸借です。 

１３７番は，使用貸借と５，０００円の現金払いです。 

１３８番から１７３番は，使用貸借です。 

１７４番は，５，０００円の現金払いです。 

１７５番，１７６番は，５，０００円の振り込みです。 

１７７番は，７，５００円の現金払いです。 

１７８番から１８４番は，１０，０００円の現金払いです。 

１８５番は，１０，０００円の振り込みです。 

１８６番は，１３，０００円の振り込みです。 

１８７番から１９０番は，２５，０００円の振り込みです。 

１９１番は，２６，７６５円の振り込みです。 

１９２番は，１００，０００円の現金払いです。 

１９３番は，２０，０００円の振り込みです。 
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１９４番から２３４番は，椿地区です。 

１９４番は４２０万円の売買です。 

１９５番から１９８番は使用貸借の利用権移転です。 

１９９番から２１９番は，使用貸借です。 

２２０番，２２１番は，５，０００円の現金払いです。 

２２２番から２２６番は，１０，０００円の現金払いです。 

２２７番から２２９番は，１２，０００円の現金払いです。 

２３０番，２３１番は，１５，０００円の現金払いです。 

２３２番は，１５，０００円と２０，０００円の現金払いです。 

２３３番は，２０，０００円の現金払いです。 

２３４番は，３０，０００円の現金払いです。 

２３５番から２７１番は，深伊沢地区です。 

２３５番，２３６番は，使用貸借と１０，０００円の現金払いです。 

２３７は，使用貸借と５，０００円の現金払いです。 

２３８番から２５２番は，使用貸借です。 

２５３番は８，３３３円の現金払いです。 

２５４番は，７，５００円と２３，０００円の現金払いです。 

２５５番から２６３番は，１０，０００円の現金払いです。 

２６４番，２６５番は，１５，０００円の現金払いです。 

２６６番から２６９番は，２０，０００円の現金払いです。 

２７０番は，１０，０００円の現金払いです。 

２７１番は，１５，０００円の現金払いです。 

２７２番から３３１番は，鈴峰地区です。 

２７２番は，使用貸借の利用権移転です。 

２７３番は，使用貸借と２２，０００円の現金払いです。 

２７４番は，使用貸借と１５，０００円の現金払いです。 

２７５番から３１３番は，使用貸借です。 

３１４番は，５，０００円と８，０００円の現金払いです。 

３１５番から３１８番は，５，０００円の現金払いです。 

３１９番は，５，５００円の振り込みです。 

３２０番は，７，０００円の現金払いです。 

３２１番から３２４番は，１０，０００円の現金払いです。 

３２５番は，１５，０００円の現金払いです。 

３２６番は，５９，３４７円の振り込みです。 

３２７番は，４，９１１円の振り込みです。 

３２８番は，４，３０５円の振り込みです。 



 17 

３２９番は，１０，０８９円の振り込みです。 

３３０番は，８，２８９円の振込です。 

３３１番は，茶１ｋｇの物納です。 

３３２番から３５０番は，庄内地区です。 

３３２番から，３３９番は，使用貸借です。 

３４０番，３４１番は， 農地中間管理機構を通した利用権設定で使用貸借です。 

３４２番，３４３番は，７，８１５円の振り込みです。 

３４４番，３３５番は８，０６８円の振り込みです。 

３４６番は，５，０００円と１０，０００円の現金払いです。 

３４７番，３４８番は，１０，０００円の現金払いです。 

３４９番は，１２，５４０円の振り込みです。 

３５０番は，２０，０００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） 

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 11 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 11 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 農業振興地域 整備計画の変更につきまして，事務局より

説明します。 

事務局 

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
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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）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）また，農振法第１０条第４項では，農用地区域に

含まれないこととする土地についての条件が定められています。 

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９２７９番の一部です。登記地目は，畑です。除外面積は，３３６㎡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２番は，農用地区域からの除外です。地区は，白子地区です。所在地は，白子

町３５００番１ 及び ３５０１番１です。登記地目は，田です。除外面積は，１，７

９４㎡です。除外理由は，法第１３条第２項各号に該当する，既存事業用地の敷地増

しで駐車場にする為です。 

番号３番は，農用地区域からの除外です。地区は，河曲地区です。所在地は，木田

町７９７番１です。登記地目は，田です。除外面積は，３５７㎡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。 
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番号４番は，農用地区域への編入です。地区は，河曲地区です。所在地は，木田町

１４０３番１です。登記地目は，畑です。編入面積は，３９８㎡です。編入理由は，

農用地として，引き続き耕作していく為です。 

番号５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２２３６番です。登記地目は，畑です。除外面積は，３６２.２６㎡です。除

外理由は，法第１０条第４項該当のためです。 

番号６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

１６５５番です。登記地目は，田です。除外面積は，１，１２８㎡です。除外理由は，

法第１３条第２項各号に該当する，既存事業用地の敷地増しで駐車場にする為です。 

番号７番は，農用地区域からの除外です。地区は，椿地区です。所在地は，大久保

町１８０４番です。登記地目は，畑です。除外面積は，４５２㎡です。除外理由は，

法第１３条第２項各号に該当する，既存事業用地の敷地増しで資材置き場にする為で

す。 

番号８番は，農用地区域からの除外です。地区は，庄内地区です。所在地は，東庄

内町 2401 番の一部，2402 番の一部，2403 番，2404 番，2405 番，2406 番，2407 番，

2408番の一部，2409番，2410番の一部，2410番 1，187番，189番です。 

登記地目は，田・山林です。除外面積は，６，２３５㎡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９番は，農用地区域からの除外です。地区は，庄内地区です。所在地は，１９

０番１０の一部，１９０番１３，４３８６番１です。登記地目は，井溝です。 

除外面積は，１２２㎡です。除外理由は，法第１０条第３項各号非該当のためです。 

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，法第１０条３項各号すべての要件に該当しないこ

と 及び法第１０条４項に該当すると考えます。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。 

辻委員 

 既存事業用地の敷地増しは，何㎡であっても認められるのですか。 
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事務局 

 農地の種別によって変わってきます。第１種農地ですと敷地に対して１.５倍まで

しか敷地増しができません。今回の農地につきましては，除外後に第１種農地ではあ

りませんので，制限はありません。 

辻委員 

 第１種農地以外であれば，隣接の土地が何㎡であっても認められるのでしょうか。 

事務局 

 際限なくできるのではなく，必要最低限の分だけ事業計画に基づいて敷地増しを行

っていただくことになりますので，事業計画等を申請段階で審査し，面積の妥当性に

ついて確認しております。 

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。 


