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農業委員会第５回総会議事録 

 

１．日 時  令和２年１１月１３日（金）午前９時３０分～午前１１時１０分 

 

２．場 所  鈴鹿市役所 １２階 １２０１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  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 

１０番 小林 伸康  １１番 大石 徹也  １２番 平子  伸 

１３番 稲田 利幹  １４番 上田 みね子 １５番 近藤 啓子 

１７番 三田 久憲  １８番 豊田 栄美子 １９番 望月 広志 

              

４．欠席委員（２人） 

   ９番 加藤 三久 １６番 大野 久美子 

    

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 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  買受適格証明願について（農地法第３条許可） 

 

      第６号議案  農用地利用集積計画について 

               



 2 

      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 特定農用地利用規程の認定に係る意見聴取について 

 

 

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５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 

 議案に入る前に，農地台帳システムを更新いたしましたので，議案書の主な変更点

についてご説明いたします。 

   （事務局説明） 

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。 
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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５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 10番小林伸康様，議席番号 11

番大石徹也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，1の 82番について説明いたします。譲受人は，利用農地 108,732㎡を耕作さ

れています。今回の申請地面積は 1,011㎡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，合計面積に変更はございませんので，許

可要件の全部効率要件及び下限面積要件は問題ありません。機械につきましては，ト

ラクター，動力噴霧器を各 2 台，耕うん機，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。許可要件の農作業従事要件の労働力及び技術につきましては，

本人が経歴 41年です。通作距離は約 700ｍです。必要な農作業について，年間約 320

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，許可要件の地域との調和要件について，周辺地域への支障はありません。 

続きまして，5の 83番について説明いたします。譲受人は，利用農地 2,869㎡を耕

作されています。今回の申請地面積は 3,500 ㎡ですが，2,869 ㎡については譲渡人と

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。また，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 2,119㎡申請されており，併

せて 5,619 ㎡となり，許可要件の全部効率要件及び下限面積要件は問題ありません。

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。許可

要件の農作業従事要件の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 60 日従事されています。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，許可要件の地域との調和要件について，周辺

地域への支障はありません。 

続きまして，7 の 80 番について説明いたします。譲受人は，利用農地 22,569 ㎡を

耕作されています。今回の申請地面積は 462 ㎡で，併せて 23,031 ㎡となり，許可要

件の全部効率要件及び下限面積要件は問題ありません。機械につきましては，トラク

ター，田植機，乾燥機，コンバイン，農用自動車を各 1台所有されています。許可要
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件の農作業従事要件の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 50 年，30 年が各 1 名です。通作距離は約

1ｋｍです。必要な農作業について，年間約 65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，許可要件の地域との調和要件につい

て，周辺地域への支障はありません。 

続きまして，9 の 78 番について説明いたします。譲受人は，利用農地 10,907 ㎡を

耕作されています。今回の申請地面積は 202 ㎡で，併せて 11,109 ㎡となり，許可要

件の全部効率要件及び下限面積要件は問題ありません。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，農用自動車を各 1台所有されています。許可

要件の農作業従事要件の労働力及び技術につきましては，本人が経歴 65 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 2

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，許可要件の地域との調和要件につい

て，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，17の 84番について説明いたします。譲受人は，利用農地 12,222㎡を

耕作されています。今回の申請地面積は 1,054 ㎡で，併せて 13,276 ㎡となり，許可

要件の全部効率要件及び下限面積要件は問題ありません。機械につきましては，トラ

クター，耕うん機，田植機，コンバインを各 1台，農用自動車を 2台所有されていま

す。許可要件の農作業従事要件の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

車で約 5分です。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，

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，許可要件の地域との調和要件

について，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，17の 85番について説明いたします。譲受人は，利用農地 11,134㎡を

耕作されています。今回の申請地面積は 1,078 ㎡で，併せて 12,212 ㎡となり，許可

要件の全部効率要件及び下限面積要件は問題ありません。機械につきましては，トラ

クター，耕うん機，田植機，乾燥機，コンバイン，農用自動車を各 1台所有されてい

ます。許可要件の農作業従事要件の労働力及び技術につきましては，本人が経歴 70

年で，世帯員等その他常時雇用している労働力は，経歴 45 年が 1 名です。通作距離

は約 800ｍ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
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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，許可要件の地域との調

和要件について，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，18 の 81 番について説明いたします。譲受人は，利用農地 9,746 ㎡を

耕作されています。今回の申請地面積は 260 ㎡で，併せて 10,006 ㎡となり，許可要

件の全部効率要件及び下限面積要件は問題ありません。機械につきましては，トラク

ター，田植機，コンバイン，乾燥機，農用自動車を各 1台所有されています。許可要

件の農作業従事要件の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 1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，許可要件の地域との調和要件について，周辺

地域への支障はありません。 

続きまして，19 の 77 番について説明いたします。譲受人は，利用農地 5,668 ㎡を

耕作されています。今回の申請地面積は 234㎡で，併せて 5,902㎡となり，許可要件

の全部効率要件及び下限面積要件は問題ありません。機械につきましては，耕うん機，

茶刈機を各 1台所有されています。許可要件の農作業従事要件の労働力及び技術につ

きましては，本人が経歴 30年です。通作距離は約 500ｍ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，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，許可要件の地域との調和要件について，周辺地域への支障はありません。 

続きまして，21 の 79 番について説明いたします。譲受人は，利用農地 5,239 ㎡を

耕作されています。今回の申請地面積は 430㎡で，併せて 5,669㎡となり，許可要件

の全部効率要件及び下限面積要件は問題ありません。機械につきましては，トラクタ

ー，農用自動車を各 1台所有されています。許可要件の農作業従事要件の労働力及び

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 1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，許

可要件の地域との調和要件について，周辺地域への支障はありません。 

以上 9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
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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 

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。 

まず，5の 11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，農用地区域外の農地区分第 2種農地です。判断基準は，石薬師地区市民セ

ンターから東へ約 450ｍ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。立地基準につきましては問題ありません。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。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。周囲はコンクリートブロック及び法面が設置されて

いる為，周辺農地への支障はないと考えています。一般基準につきましては問題あり

ません。 

続きまして，20の 10 番は，隣接地で開設する日本全国から集められた しだれ梅の

鑑賞庭園の一般公開時における駐車場用地として一時転用したい旨の申請です。転用

期間は本年 12 月からの 4 ヶ月間です。申請地は，農業振興地域内，農用地区域外の

農地区分第 1 種農地です。判断基準は椿地区市民センターより南東へ約 2,480ｍ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，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。資金は自社で整備，復元を行うため事業費

は発生しません。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。土地造成はありません。申請地は現在，芝を育成していますが，現状のまま車を

乗入れさせる計画です。雨水は自然浸透及び余水は北側道路側溝へ放流します。周囲

は山林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。また当該申請

は，申請者が既に有する農業経営基盤強化促進法による賃借権に基づき農地転用を行

うため，農地転用に対する土地所有者の同意書が添付されています。なお，こちらは

1,000㎡を超える案件の為，11月 10日に現地確認を実施しております。 

続きまして，21 の 12 番は，農家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，農用地区域外の農地区分第 1 種農地です。判断基準は，

深伊沢地区市民センターから北西へ約 2,540ｍ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。立地基準につきましては問題ありません。資

金は既存の追認のため問題ありません。面積の妥当性は，建ぺい率 22％を満たす計画
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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。雨水は自然浸透及び余水は西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。一

般基準につきましては問題ありません。 

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，1 の 114 番は，地元土地振興組合のための農業用資材置場用地として転用し

たい旨の申請です。当組合は法人格ではないので，組合の役員らが申請人となってい

ます。申請地は，農業振興地域内，農地区分農用地区域内農地です。こちらは，農地

法第 5条第 2項ただし書に規定する，農用地利用計画において農業用施設として指定

された用途に該当するため，例外的に許可し得る案件です。立地基準につきましては

問題ありません。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北側及び西側

既設側溝へ放流します。周囲に隣接する農地はありませんが，既設側溝及び法面に囲

まれている為，周辺農地への支障はないと考えています。一般基準につきましては問

題ありません。 

続きまして，5 の 111 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，農地区分農用地区域内農地です。こちらは，農地法第 5条第

2 項ただし書に規定する，農用地利用計画において農業用施設として指定された用途

に該当するため，例外的に許可し得る案件です。立地基準につきましては問題ありま

せん。資金は残高証明書を確認しております。雨水は自然浸透及び余水は北側及び南

側道路側溝へ放流します。周囲はコンクリートブロックを設置する為，周辺農地への

支障はないと考えています。一般基準につきましては問題ありません。なお，こちら

は 1,000㎡を超える案件の為，11月 10日に現地確認を実施しております。 

続きまして，5 の 118 番は，近隣鋳物業者のための駐車場兼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，農用地区域外の農地区分第 2種

農地です。判断基準は，石薬師地区市民センターから南西へ約 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。立地基準につきましては問



 8 

題ありません。資金は支払済みの振込用紙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。雨水は北側既設水路へ放流します。

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。一般基準

につきましては問題ありません。 

続きまして，6 の 109 番は，レジャー施設用地（テニスコート）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，農用地区域外の農地区分第 2 種農地です。

判断基準は，旭が丘公民館から南へ約 650ｍに位置し，公民館を中心とする半径 1ｋ

ｍ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。立地基準につきましては問題ありません。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。都市計画法は手続き中です。取水は上水道。汚水・雑排水は合併浄化槽にて

処理後，南側水路へ放流します。雨水は南側水路及び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等を設置する為，周辺農地への支障はないと考えています。

一般基準につきましては問題ありません。なお，こちらは 1,000㎡を超える案件の為，

11月 10日に現地確認を実施しています。 

続きまして，10の 56 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，農業振興地域外の農地区分第 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 2,610ｍ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。立地基準につきましては問題ありません。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素掘りの貯水池へ放流します。周囲はフェンスが設置され

る為，周辺農地への支障はないと考えています。一般基準につきましては問題ありま

せん。 

続きまして，12の 117 番は，近隣水道工事業者のための駐車場兼資材置場用地とし

て転用したい旨の申請です。申請地は，農業振興地域内，農用地区域外の農地区分第

2 種農地です。判断基準は，柳駅から北西へ約 460ｍ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。立地基準につきましては問題ありま

せん。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。雨水は東側既設側溝へ放流します。周囲は既設コン

クリートブロック及び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。一般基準につきましては問題ありません。なお，こちらは 1,000㎡を超える案件

の為，11月 10日に現地確認を実施しています。 

続きまして，13の 112 番は，隣接建設業者のための駐車場兼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，農用地区域外の農地区分第 2種

農地です。判断基準は，伊勢若松駅から西へ約 630ｍ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
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いる区域内に位置している為です。立地基準につきましては問題ありません。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素掘り側溝へ放流します。周囲は素掘り側溝

を設置する為，周辺農地への支障はないと考えています。一般基準につきましては問

題ありません。 

続きまして，15の 107番は，一体利用地の宅地を購入するにあたり，申請地を住宅

用地の一部（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

外の農地区分第 2 種農地です。判断基準は，中瀬古駅から北東へ約 650ｍ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。立地基準につきましては

問題ありません。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，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・生活雑排水は浄化槽にて処理後，北側道路側溝へ放流

します。雨水は自然浸透及び余水は北側・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。一般

基準につきましては問題ありません。 

続きまして，15の 115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，農業振興地域外の農地区分第 2種農地です。判断基準は，栄地区市民センターか

ら西へ約 820ｍ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。

立地基準につきましては問題ありません。資金は融資証明，通帳の写し及び領収書を

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。都市計画法は手続き中です。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。一般基準につきましては問題

ありません。 

続きまして，15の 116 番は，近隣の建設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，農業振興地域外の農地区分第 2種農地です。判断基準は，栄地

区市民センターから西へ約 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。立地基準につきましては問題ありません。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。一般基準につきましては問題ありません。 

続きまして，17の 119 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，農用地区域外の農地区分第 2 種農地です。判断基準は，

合川地区市民センターから北西へ約 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。立地基準につきましては問題ありません。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
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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。一般基準につきましては問題ありません。 

続きまして，17の 120 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，農用地区域外の農地区分第 2 種農地です。判断基準は，

合川地区市民センターから北西へ約 1,095ｍ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。立地基準につきましては問題ありません。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。一般基準につきましては問題ありません。 

続きまして，17の 121 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，農用地区域外の農地区分第 2 種農地です。判断基準は，

合川地区市民センターから北西へ約 820ｍ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。立地基準につきましては問題ありません。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。一般基準につきましては問題ありません。 

続きまして，19の 101 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，農用地区域外の農地区分第 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。立地基準につきましては問題ありません。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。一般基準につきましては問題ありません。 

続きまして，21の 110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，農用地区域外の農地区分第 3種農地です。判断基準は，深伊沢

地区市民センターから北へ約 110ｍ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。立地基準につきましては問題ありません。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，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。一般基準につきまし

ては問題ありません。 

続きまして，22の 113 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，農用地区域外の農地区分第 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 3,680ｍ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。立地基準につきましては問題ありません。資金は通帳
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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。一般基準につきましては問題ありません。 

続きまして，23の 108 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，農用地区域外の農地区分第 3 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 300ｍ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。立地基準につきましては問題ありませ

ん。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。一般基準につきましては問題ありませ

ん。 

以上 17 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 

太陽光発電は，再生可能エネルギーとして大事なことだと思いますが，管理されて

いるところもあれば，草が生い茂り管理されてないところもあり，周辺住民がどこへ

苦情をどこへ言っていいか困っている。発電事業者が愛知や大阪といった遠方である

ため，連絡もつかない。農業委員会としてただ許可をすればいいということだけでな

く，年に２回くらいは除草をするといった確約の覚え書を取って許可をするというよ

うなことをやらないと，大きな社会問題になると思われる。すでにそういうことが自

治会長から言われております。許可するときにそういうことをちゃんと押さえて許可

していかなければ，問題となると思いますがいかがでしょうか。 

事務局 

 事業が始まってからの維持管理につきましては，申請書の中で年に何回除草するで

あるとか防草シートを張って対応しますといったことを必ず明示していただいてい

るところですが，その維持管理がちゃんとできていないことが多々あるということだ

と思います。以前にもありましたが，維持管理がされてないということで，事務局か

ら事業者へ連絡し早急に対応していただいているという案件もございます。連絡がつ

かないということであれば，事務局へ報告いただければ，指導させていただいきたい

と考えています。ただ，確約を取るということに関しましては，申請書で維持管理し

ていくということを明示していただいておりますので，確約までとる必要はあります

でしょうか。 

大石委員 
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 書面上で出すのはいいけれど，実際それが実行されてないときに，どういうように

やるかということが担保されてない限り，20年間という長期間に渡るのだから問題が

多発するのではないか。管理しなかった場合どうするかといった対応策を掲げて許可

をしていかないとダメだと，そういう時期にきていると思います。 

堀田委員 

 毎月事務局へ提出している農業委員と農地利用最適化推進委員の活動報告書があ

ると思いますが，目にあまるものは，そういうこともこの報告書で事務局へ報告して

もらい，事務局から指導してもらうような体制はとりにくいですか。 

事務局 

 地区から報告いただければ，事務局としても対応させていただきます。 

堀田委員 

 事務局が言われたように，一度許可してしまうと，それ以降の拘束力は農業委員会

の範疇を離れるので，担保を取るということは難しいと思われるが，事業主としては

管理していくのが当然のことなので，各地区から報告してもらった現状を踏まえて，

指導していくことしかできないのではないか。 

大石委員 

 私は未然防止が大切ではないかと。今日の総会では結論が出ないと思うので，対応

をもう少し研究していただければと思います。 

堀田委員 

 入口で抑えるのは難しいのではないか。 

事務局 

 確約書を取るということは，法定の添付資料ではないので，確約書の添付がないと

許可しないといったことは難しいと考えます。 

大石委員 

 現時点では難しいので，条例を検討していただくとか。維持管理されてないところ

があるのは現状なので，検討していく必要はある。 

事務局 

太陽光の設置につきましては，環境政策課の苦情対応の対処につきましての意見書

を伝えさせていただいています。 

堀田委員 

 現状では，苦情があれば，各地区の委員から事務局へ報告してもらい，事務局から

指導してもらうということですね。 

事務局 

太陽光については，経済産業省があまりにひどいところには設置許可を取り消すこ

とがあるということも聞いています。申請書に書いていただいたことを別の用紙に書

いていただいても，同じことの繰り返しになります。申請書は保存してありますので，
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事務局で指導をさせていただきますので，事務局へ報告いただきますようお願いしま

す。なお，この件に関しましては，地区委員会連絡協議会でも説明させていただきま

すのでよろしくお願いします。 

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 

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説明致します。 

まず，4の 50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，農用地区域外の農地区分第 2種農地です。判断基準は，牧田地区市民セン

ターから北へ約 600ｍ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。立地基準につきましては問題ありません。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。都市計画法は手続き中です。取水は上水道。汚水・生活雑排水は合併浄

化槽にて処理後，北側既設水路へ放流します。雨水は自然浸透及び余水は素掘り水路

を経由し北側既設水路へ放流します。周囲はコンクリートブロック，素掘り水路及び

側溝を設置する為，周辺農地への支障はないと考えています。一般基準につきまして

は問題ありません。 

続きまして，5の 49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，農用地区域外の農地区分第 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 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。立地基準につきましては問題ありません。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。都市計画法は手続き中です。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。一般

基準につきましては問題ありません。 

続きまして，5の 53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，農用地区域外の農地区分第 2種農地です。判断基準は，石薬師地区

市民センターから東へ約 455ｍ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。立地基準につきましては問題ありません。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，建ぺ

い率 22％を満たす計画の為，適正と考えています。都市計画法は手続き中です。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
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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。一般基準につきましては問題ありません。 

続きまして，9の 51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，農用地区域外の農地区分第 2種農地です。判断基準は，鈴鹿市駅か

ら北へ約 990ｍ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。立

地基準につきましては問題ありません。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。都

市計画法は手続き中です。取水は上水道。汚水・生活雑排水は下水道へ放流します。

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。一般基準につきましては問題ありません。 

続きまして，15の 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，農用地区域外の農地区分第 2 種農地です。判断基準は，

磯山駅から北西へ約 530ｍ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。立地基準につきましては問題ありません。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。周囲はフェンス及び土盛を設置する為，周

辺農地への支障はないと考えています。一般基準につきましては問題ありません。 

続きまして，19 の 48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，19の 101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 8ヶ月間です。申請地は農業

振興地域内，農用地区域外の農地区分第 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。立地基準につきましては問題ありません。資金は無償で通行するため掛

かりません。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。現況は工事車両の通行に支障がない状態で，

既に畑の進入路として利用されているため，周辺農地への支障はないと考えています。

一般基準につきましては問題ありません。 

続きまして，20 の 52 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，農用地区域外の農地区分第 1種農地です。判断基準は，椿地区市

民センターから北へ約 680ｍ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。立地基準につきましては問題ありません。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。都市計画法は手続き中です。取水は上水道。汚水・生活雑排水
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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。一般基準につき

ましては問題ありません。 

続きまして，21 の 54 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，農用地区域外の農地区分第 1種農地です。判断基準は，深伊沢地

区市民センターから北西へ約 2,560ｍ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。立地基準につきましては問題あり

ません。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。都市計画法は手続き中です。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。一般基

準につきましては問題ありません。 

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 買受適格証明願について，事務局より説明いたします。 

事務局 

第 5 号議案 買受適格証明願について説明致します。 

本件は，三重地方税管理回収機構の公売により，国府町の土地に対して農地法第 3

条許可の買受適格証明願が提出されていますので農地法 3 条の規定による許可申請

について説明を致します。 

１の 1番について説明いたします。譲受人は，利用農地 4,873㎡を耕作されていま

す。今回の申請地面積は 654㎡で，併せて 5,527㎡となり，許可要件の全部効率要件

及び下限面積要件は問題ありません。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。許可要件の農作業従事要件の労働力及び技術につきまして

は，本人が経歴 47 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 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，許可要件の

地域との調和要件について，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
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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。 

なお，本件についてご承認いただきましたら，落札決定後，落札決定を証する書類

の提出があり次第，農地法許可申請につきましては，改めて，ご承認いただくことな

く，許可書を交付することとなっておりますので，ご了承お願いします。また，本件

につきましては公売による入札となりますので，申請件数及び入札者の個人情報等に

ついては，特に守秘義務を厳守していただきますよう，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。 

計画書７ページ目，３９番は，河曲地区で使用貸借です。 

１１ページ目，６５番は，神戸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ページ目１番から６番は，国府地区です。 

１番及び２番は，使用貸借です。 

３番及び４番は，米３０ｋｇの物納です。 

５番及び６番は，使用貸借です。 

１ページ目７番から２ページ目１１番は，庄野地区です。 

７番から１０番は，使用貸借です。 

１１番は，１筆で米３０ｋｇの物納です。 
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２ページ目１２番から１４番は，加佐登地区で使用貸借です 

２ページ目１５番から５ページ目３０番は，石薬師地区です。 

１５番から２５番は，使用貸借です。 

２６番は，５，０００円の現金払いです。 

２７番及び２８番は，１０，０００円の現金払いです。 

２９番は，米３０ｋｇの物納です。 

３０番は，米２５ｋｇの物納です。 

 ５ページ目３１番から３３番は，白子地区です。 

３１番は使用貸借です。 

３２番及び３３番は米２０ｋｇの物納です。 

６ページ目３４番は，稲生地区で３，３００円の現金払いです。 

６ページ目３５番から３８番は，飯野地区です。 

３５番は，使用貸借です。 

３６番は，米３０ｋｇ相当の振り込みです。 

３７番は，米３０ｋｇ相当の振り込みと，米３０ｋｇ，５０ｋｇの物納です。 

３８番は，米５０ｋｇの物納です。 

７ページ目４０番から４２番は，河曲地区です。 

４０番は，全筆合計で米１５俵の物納です。 

４１番は，３７，５００円の現金払いです。 

４２番は，米６０ｋｇの物納です。 

７ページ目４３番から１０ページ目５８番は，一ノ宮地区です。 

４３番は，米５０ｋｇ相当の現金払いです。 

４４番は，５，０００円の現金払いです。 

４５番は，米２５ｋｇ，３５ｋｇ，５０ｋｇの物納です。 

４６番は，米１０ｋｇの物納です。 

４７番は，米６０ｋｇの物納です。 

４８番から５２番は，米２５ｋｇの物納です。 

５３番は，米５０ｋｇの物納です。 

５４番は，米２５ｋｇの物納です。 

５５番及び５６番は，米５０ｋｇの物納です。 

５７番は，米１０ｋｇ，３５ｋｇの物納です。 

５８番は，米３５ｋｇ，５０ｋｇの物納です。 

１０ページ目５９番から６２番は，箕田地区です。 

５９番は，米３０ｋｇの物納です。 

６０番は，米５０ｋｇの物納です。 

６１番は，米６０ｋｇの物納です。 
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６２番は，米３５ｋｇ，５０ｋｇの物納です。 

１１ページ目６３番は，玉垣地区で農地中間管理機構を通した米５０ｋｇの物納で

す。 

１１ページ目６４番は，若松地区で米３０ｋｇの物納です。 

１１ページ目６６番は，栄地区で米３０ｋｇの物納です。 

１１ページ目６７番から２０ページ目１３０番は，天名地区です。 

６７番は，使用貸借です。 

６８番から７１番は，米６０ｋｇ相当の振り込みです。 

７２番から１２５番は，米３０ｋｇ相当の振り込みです。 

１２６番から１３０番は，米３０ｋｇ，６０ｋｇ相当の振り込みです。 

２１ページ目１３１番から１３６番は，合川地区です。 

１３１番は，使用貸借です。 

１３２番は，米３０ｋｇ相当の振り込みです。 

１３３番から１３６番は，米３０ｋｇの物納です。 

２１ページ目１３７番は，井田川地区で米６０ｋｇの物納です。 

２２ページ目１３８番から２３ページ目１５２番は，久間田地区です。 

１３８番から１４７番は，使用貸借です。 

１４８番から１５２番は，１０，０００円の現金払いです。 

２４ページ目１５３番から２６ページ目１６４番は，椿地区です。 

１５３番から１５９番は，使用貸借です。 

１６０番は，５，０００円の現金払いです。 

１６１番は，３筆合計で２５，０００円の現金払いです。 

１６２番及び１６３番は，茶１ｋｇの物納です。 

１６４番は，１０，０００円の現金払いです。 

２６ページ目１６５番から１６８番は，深伊沢地区で使用貸借です。 

２７ページ目１６９番から２９ページ目１８０番は，鈴峰地区です。 

１６９番から１７８番は，使用貸借です。 

１７９番及び１８０番は，５，０００円の現金払いです。 

２９ページ目１８１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。 
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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。 

報告事項につきまして，ご質問等ございますでしょうか。 

 別段無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 特定農用地利用規程の認定に係る意見聴取について，事務

局より説明いたします。 

事務局 

 議事第２ 特定農用地利用規程の認定に係る意見聴取について説明いたします。 

 徳田地区特定農用地利用規程を認定するにあたりましては，農業経営基盤強化促進

法施行規則第 24 条の規定により，あらかじめ農業委員会に意見聴取を行うこととな

っていますので，よろしくお願いいたします。 

 今回の申請については，徳田地区ですでに進められている基盤整備事業の事業要件

において，担い手への農地の一定の集積率を満たす目標を立てています。この目標を

達成すべく，地区内の合意形成を図り，担い手の明確化と中間管理機構を活用した農

用地の利用集積を促進するため，特定農用地利用規程の申請にいたりました。それで

は，資料を基に説明いたします。資料の確認です。農用地利用改善団体の概要，徳田

地区特定農用地利用規程及び実施区域図を用意いたしました。 

まず，農用地利用改善団体の概要と記載ある資料をご覧ください。農用地利用規程

とは，農業経営基盤強化促進法第 23条から第 26条に規定されており，集落などの一

定の地縁的なまとまりのある区域内の農用地の所有者・利用者等の三分の二以上で構

成する団体である農用地利用改善団体が，集落としてのあるべき農業の方向について，

合意形成を図った上で，当該区域内の農用地の効率的・総合的な利用等を図るための

規定で，農作業の効率化や農地の利用関係の改善等を行う事業です。この農用地利用

規程の内容については，当該資料の右側に記載されております。①農用地の効率的か

つ安定的な利用を図るための措置に関する基本的な事項 ②農用地利用改善事業の

実施区域 ③作付地の集団化その他農作物の栽培の改善に関する事項 ④認定農業

者とその他の構成員との役割分担その他農作業の効率化に関する事項 ⑤認定農業

者に対する農用地の利用集積の目標その他農用地利用関係の改善に関する事項 ⑥

その他必要な事項となっています。 

裏面をご覧ください。特定農業法人・特定農業団体制度の概要とあります。先ほど

説明しました，農用地利用規程において，農用地利用改善団体の地区内の農用地の相
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当部分について，利用権の設定等もしくは農作業の委託を受けて農用地の利用集積を

行う農業経営を行う法人又は農作業の委託を受けて農用地の利用集積を行う団体を

当該法人又は団体の同意を得て，農用地利用規程に定めた規定を特定農用地利用規程

といいます。また，当該特定農用地利用規程に定められた法人を特定農業法人，団体

を特定農業団体といいます。特定農用地利用規程の認定要件は，一般の農用地利用規

程の認定要件である基本構想に適合することに加えて，特定農業法人にあっては，地

区内農地の過半を集積する目標となっていること。農用地利用改善団体の構成員から

の申出に応じ，特定農業法人が農用地を引き受けることが確実であると認められるこ

ととなっています。  

 それでは，徳田地区農用地利用規程及び実施区域図をご覧くさだい。今回の特定農

用地利用規程の認定申請につきましては，農用地利用改善団体が「徳田営農組合」，

特定農業法人が「農事組合法人徳田」となり，事業実施区域は別添区域図のとおりと

なっています。 

この徳田地区特定農用地利用規程を審査しましたところ，農用地利用規程の内容と

して必要な①～⑥の事項が記載されており，かつ地区の農業振興を図るため，農用地

有効利用と農業経営の改善を目的とし，農用地の効率的かつ総合的な利用を図り，生

産性の高い農業構造を実現するための取り組みを進めることが記載されています。 

また，当該規定の第 11 条及び第 12 条では，特定農業法人である農事組合法人徳田に

地区内の農地 90ha の過半である 50ha を集積する目標が定められており，第 10 条で

は，徳田営農組合の構成員から農用地の利用権の設定等の申し出があった場合，農事

組合法人徳田が引き受けることが記載されており，農事組合法人徳田への集積が確実

であると認められます。 

このことから鈴鹿市としましては，当該特定農用地利用規程は，鈴鹿市農業経営基

盤の強化の促進に関する基本的な構想に適合し，かつ特定農用地利用規程のすべての

要件を満たすと考えます。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。以上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事第２につきまして，何かご意見ご異議ご

ざいませんか。 

堀田委員 

 この特定農用地利用規程は農業委員会にかけなければいけないのですか。 

事務局 

 鈴鹿市で認定をさせていただくには，農業委員会と農協で意見徴収が必要であると

法令で規定されております。 

堀田委員 

 徳田地区にも認定農業者や大規模農家がみえると思うが，人・農地プランとの関係
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はどうなりますか。 

事務局 

 人・農地プランとの整合性を図って作成をしていただいています。 

堀田委員 

 メリットは何ですか。 

事務局 

 徳田地区で進められています基盤整備事業のため必要となります。 

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。 


