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農業委員会第７回総会議事録 

 

１．日 時  令和３年１月１４日（木）午前９時３０分～午前１１時３５分 

 

２．場 所  鈴鹿市役所 １２階 １２０３会議室 

 

３．出席委員（１４人）  

  会長 堀田 長久   会長職務代理者 鈴木  秀 

 １番 田中 恒司   ５番 小菅 武次   ７番 飯田 秀治 

 ８番 辻󠄀    望   ９番 加藤 三久  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  

              

４．欠席委員（５人） 

２番 長谷 康郎   ４番 佐々木 平  １０番 小林 伸康 

１２番 平子  伸  １９番 望月 広志 

    

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 

 

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５条の規定による許可申請について（所有権） 

 

      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（貸借権） 

 

      第４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 
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      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 非農地証明願いについて（市証明） 

 

報告事項８号 取下願・取消願の承認 

 

報告事項９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 「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」の変更に関する 

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７回総会を開催いたしま

す。開会にあたりまして堀田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，堀田会長にお

願いいたします。 

議長（堀田会長） 

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７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１４番上田みね子様，議席番号

１５番近藤啓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 
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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，前回の第６回総会にて保留となった案件の 4の 101番について説明いたしま

す。議案書の１ページの５番目をご覧ください。こちらは，申請者本人より申請代理

人の行政書士を通して改めて面接の希望があったため，令和 3年 1月 8日に面接を行

い，許可要件等について確認を行いましたので，改めてご審議いただく案件です。面

接の中で，辻委員，飯田委員より，今回の面接の概要をまとめた資料を次回総会に提

示して最終判断したいとの要望がありました。なお，面接の詳細につきましては，別

紙にてご説明いたします。第 1 号議案別紙 4-101 号をご覧ください。（別紙説明）面

接を行った結果，トラクター，耕うん機，田植機，コンバインをリース予定であり，

農用自動車も所有で導入予定で，段取り準備もできているとのことです。機械の保管

場所も申請地の近くにあることを確認ました。労働力・技術に関しては，農業経験者

である妻と一緒に営農を行う計画であり，作付け予定のレタスについては妻に教わり

ながら，水稲については第三者の農作業経験者から機械の操作方法や作業について教

わりながらやっていくと確認しました。以上のことから，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。 

議案書 1 ページに戻ります。続きまして，1 の 107 番について説明いたします。譲

受人は，利用農地 18,740.84㎡を耕作されています。今回の申請地面積は 2,279㎡で，

併せて 21,019.84㎡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 3台，乾燥機を 2台，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 50 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 300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，3 の 102 番について説明いたします。譲受人は，利用農地 8,905 ㎡を

耕作されています。今回の申請地面積は 1,768 ㎡で，併せて 10,673 ㎡となります。

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。労働力及び技術につきましては，本人が経歴 10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，50年，15年が各 1名です。通作距

離は約 4ｋｍ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，周辺地域への支障はありませ

ん。 

続きまして，3の 104番について説明いたします。譲受人は，利用農地 28,102㎡を

耕作されています。今回の申請地面積は 991 ㎡で，併せて 29,093 ㎡となります。機

械につきましては，耕うん機を 2台，トラクター，田植機，コンバインを各 1台所有
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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 35 年で，世帯員等その

他常時雇用している労働力は，経歴 10 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，3の 106番について説明いたします。譲受人は，利用農地 25,553㎡を

耕作されています。今回の申請地面積は 727㎡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。機

械につきましては，トラクター，農用自動車を各 2台，コンバイン，田植機，動力噴

霧機を各 1 台所有されています。労働力及び技術につきましては，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 50 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 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。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，13 の 72 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 683㎡ですが，この後ご審議いただきます

第 4号議案，農用地利用集積計画で 5,351㎡申請されており，併せて 6,034㎡となり

ます。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台リ

ースされます。労働力及び技術につきましては，新規就農者ですが以前から実家の農

業の手伝いをしており，本人が経歴 20 年あり，世帯員等その他常時雇用している労

働力は，経歴 53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 250 日従事されます。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。なお，新規就農者面接及び高齢者面接の

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，健康状

態についても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，15 の 105 番について説明いたします。申請地は， 譲受人と譲渡人の

計 3 名の共有名義ですが，譲渡人の持分を全て譲受人に移転する申請です。譲受人は，

利用農地 14,527 ㎡を耕作されています。今回の申請地面積は 495 ㎡ですが，持分を

移転させる申請ですので，利用農地の変更はありません。機械につきましては，トラ

クター，コンバイン，田植機，乾燥機を各 1台所有されています。労働力及び技術に

つきましては，本人が経歴 60 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。通作時間は車で約 1 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
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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，16 の 103 番について説明いたします。譲受人は，利用農地 284,927

㎡を耕作されています。今回の申請地面積は 1,500㎡で，併せて 286,427㎡となりま

す。機械につきましては，乾燥機を 10 台，農用自動車を 7 台，トラクターを 5 台，

コンバインを 3台，動力噴霧機を 2台，田植機を 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 29 年で，世帯員等その他常時雇用している労働力

は，経歴 29年，2年が各 1名です。通作距離は約 2.2ｋｍ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，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，16の 108番について説明いたします。譲受人は，利用農地 19,347.61

㎡を耕作されています。今回の申請地面積は 5,705㎡で，併せて 25,052.61㎡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，動力噴霧機，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 35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 3.8

ｋｍ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，周辺地域への支障はありません。 

続きまして，16 の 109 番について説明いたします。譲受人は，利用農地 4,946.96

㎡を耕作されています。今回の申請地面積は 1,054 ㎡で，併せて 6,000.96 ㎡となり

ます。機械につきましては，耕うん機を 2台，動力噴霧機，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。通作時間は徒歩で約 2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，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。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。 

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（堀田会長） 

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。 
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飯田委員 

4 の 101 番について，面接に同席しましたが，別紙の文書の内容と私が聞いた内容

と違うところを発言させていただきます。自発的に自分でやりますという言葉は最後

まで聞けませんでした。地域のことに対して無頓着というか，３年後には景気が回復

し売却してしまうのでないかという感覚を受けました。 

辻󠄀委員 

 面接時には，「つもりです」という発言ばかりで，つもりというのは予定であって

決定ではないと思います。年齢は８２歳で後継者は今のところいません。初めて農業

される方が１町もの面積を耕作できるのですかと質問しましたら，自分ではやったこ

とがないので，誰かに手伝ってもらってしますという回答でした。３条２項４号に耕

作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合は許可できないと法

律にも規定されていますので，委員の皆様も考えていただきたい。草刈りや水の管理

についても，つもりという話ばかりでやりますという確定的な答えはなかったと思い

ます。地区のルールには協力できるということでした。以上のことから申請人の方が

最低３年３作を自信をもって 1町近い面積を耕作されることは信用できないと思いま

す。 

大石委員 

地元の２名の農業委員さんが真剣に考えてみえるのがよくわかりました。もう少し

歯止めをかけるルール作りが必要ではないか。営農型や砂利採取についても，許可後

にどのような歯止めをするかということも，新しい農業委員会の在り方だと思います

が，一度，新会長の見識を問いたい。 

議長（堀田会長） 

３条の所有権移転につきましては，農業をするというのが大前提で，あまり積極的

ではないし１町もあって８０歳でほんとにできるのかという話しだと思います。やる

つもりですという証拠は何かということですが，事務局としては担保として確約書を

いただいて許可をしてきたという経緯はございます。３年３作を基本として誰かが水

稲を栽培して環境も汚染されないということであれば致し方ないと思います。 

この件につきましては，たくさん面接していただいてもつもりという発言ばかりで，

地元の委員さんの心情としては，果たしていいのかなというのがあろうかと思います。

この問題につきましては，経過観察し指導していくという前提で許可してはどうかと

思いますが，いかがですか。 

辻󠄀委員 

許可する時点でストップをかける必要があると思います。３年３作すればいいとい

う考えでは許可できないと思います。 

事務局 

 面接に参加いたしましたが，本人としては耕作される意思があり，否定はできない
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と感じでおります。必要な農作業に常時従事することという法律要件を満たさないの

ではないかというご意見ですが，この方は新規ですので，これからの予定で従事して

いきますとのことであれば，許可できませんと判断するのは難しいのかなと思います。

面談のなかで，地区から誓約書を準備するのでまいていただけるかとの質問に対して，

誓約書はまきますとの回答でありましたので，その誓約書をもって指導をしていくこ

とができると考えます。 

大石委員 

 優良農地を担保できるような誓約書がまけるのであれば，否決した場合に裁判にな

ることも考えられるので，妥協して進めていただければと思います。 

事務局 

法律的には，裁判での判断になりますが，事務局では今までの許可した案件等から

この案件も検討しております。この方に健康面で問題があるとか，農業が全くできな

いような状況にあるということでない限り不許可とすることは難しいと思われます。

しかし，委員さんの総意で却下ということであれば，その通知を出すことになります

が，非常に危険であると思います。大石委員が言われたように，地区との誓約書が緩

和剤として有効であるというのであれば，条件付きの許可もありますので，ご判断い

ただきますようお願いします。 

辻󠄀委員 

 地域で面接して申請者がどういう状況かがわかりましたが，事務局では申請書が提

出された時点で面接はされないのですか。 

事務局 

 申請書を提出された時点で，耕作されないということであれば，申請書を受け付け

しませんが，申請書では耕作するということでしたので，鈴鹿市独自の制度である地

区委員会へ申請書を送付し面接をお願いしております。前回，地区で疑義がでました

ので，一度保留にして事務局も入って先週に再度面接を行いました。 

辻󠄀委員 

初回の面接では，担い手へ耕作を任せるという意向でしたので，完全に第三者に任

せる考えである。地区との誓約書については，法的な効力はありませんので，誓約書

に違反した場合は市としてどういう措置をとるのですか。 

事務局 

 地区委員会との誓約書は，地区委員会との取り決めになりますが，申請書の内容と

違い第三者が耕作されているということであれば，３条の申請内容と違うことになり

ますので，指導させていただきます。ただ許可を取り消すことはまではできません。 

議長（堀田会長） 

 意見をまとめさせていただくと，究極の目的は，問題になっております耕作放棄地

の増加や離農する方が出たりということで作り手が少なくなってきているのが現状
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です。まちづくり農地づくりの観点から美しい水田が保たれるのであれば，事務局が

言うように申請書が提出されれば検討せざるを得ない。環境や昨今の農業問題を踏ま

えてこういう問題を解決していきたいと思いますし，その後の運用等につきましては

事務局が指導していってもらうこととなると思いますし，３条で渡った土地は絶対に

転用できないと断言できると思いますのでご了解いだだきたいと思います。 

大石委員 

 この土地は転用できないのですか。 

事務局 

今回の土地については，農用地であり原則転用できません。 

鈴木委員 

 農用地で３年や５年で転用できないのなら，条件付きの許可ということで賛否をと

ってはどうかと思います。 

議長（堀田会長） 

 条件付きということで承認いただくことでよろしいでしょうか。 

辻󠄀委員 

 条件付きということではなく，案件自体で承認するかしないかの賛否をとって，承

認することとなれば，誓約書をとることにしていただきたい。 

三田委員 

 担い手に作ってもらっているが，土地を処分したいとなったときに，担い手では買

う余裕がなく，会社を退職し余裕がある方なら買うことができる。誓約書をとって耕

作放棄地にならなければ，年齢に関係なく状況に応じて対応していくべきである。 

大石委員 

 誓約書をとって皆さんに見ていただくため，次回の総会に持ち越してはどうですか。 

議長（堀田会長） 

 それでは誓約書を準備し，次回総会に提案させていただくことといたします。 

第１号議案につきましては，4の 101番以外は承認といたします。  

続きまして，第２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，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 2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。 

議案書４ページをご覧下さい。20-146番は，土地区画整理事業において施行される

区域内の道路，調整池等の公共施設となる土地以外の土地の換地部分について，工

場・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３種農地です。判断基準は椿地区市民センターから東へ約 900ｍに位置し，
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土地区画整理法第２条第１項に規定する土地区画整理事業の施行に係る区域内に該

当するためです。資金は残高証明書を確認しております。面積の妥当性は，４区画あ

りますが，各区画とも敷地及び建物について，受注予定量，作業効率，車両の導線，

駐車台数等を考慮し決定されているため適正と考えています。取水は上水道，汚水は

合併処理浄化槽で処理後，雨水と共に土地区画整理事業で設置される調整池へ流入さ

せ，流量調整後，下流の水路へ放流します。周囲は土地区画整理事業で設置される幅

員 9～10ｍの道路等で囲まれるため，土砂等の流出はなく，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，１月７日に現地確認を

実施しております。また，当該申請は，同一の事業の目的で４haを超える農地の権利

を取得する行為に該当するため，農林水産大臣との協議案件になりますが，既に農林

水産省東海農政局農村振興部農村計画課との協議が整っていますので報告いたしま

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（堀田会長） 

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，〇〇

委員の着席を求めます。 

引き続き，第２号議案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 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，3 の 143 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

民センターから南東へ約 380ｍ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，5 の 145 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，石薬師地区市民

センターから北へ約 570ｍ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。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
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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，7 の 129 番は，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北へ約 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。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。 

続きまして，9の 138 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，河曲駅か

ら北東へ約 1,870ｍ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，9の 140 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，河曲駅か

ら北東へ約 740ｍ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，9の 141 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，鈴鹿市駅

から北東へ約 900ｍ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，10の 142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 770ｍ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。

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。 
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続きまして，13の 139 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 360ｍ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。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，22の 144 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 3,690ｍ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，22の 147 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 3,410ｍ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，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，22の 148 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 3,400ｍ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，22の 149 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 3,350ｍ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，22の 150 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 3,320ｍ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，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
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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（堀田会長） 

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貸借権についてで

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，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 3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。 

 議案書５ページをご覧ください。20-66 及び 20-67 番は，転用事業が同一のため併

せて説明いたします。20-66 番は，土地区画整理事業において施行される区域内の道

路，調整池等の公共施設となる土地以外の土地の換地部分について賃貸借権設定を，

20-67 番は，保留地部分の使用収益権の移転を行い，工場・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 3種農地です。判断

基準は椿地区市民センターから東へ約 900ｍに位置し，土地区画整理法第２条第１項

に規定する土地区画整理事業の施行に係る区域内に該当するためです。資金は残高証

明書を確認しております。面積の妥当性は，４区画ありますが，各区画とも敷地及び

建物について，受注予定量，作業効率，車両の導線，駐車台数等を考慮し決定されて

いるため適正と考えています。取水は上水道，汚水は合併処理浄化槽で処理後，雨水

と共に土地区画整理事業で設置される調整池へ流入させ，流量調整後，下流の水路へ

放流します。周囲は土地区画整理事業で設置される幅員 9～10ｍの道路等で囲まれる

ため，土砂等の流出はなく，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，１月７日に現地確認を実施しております。また，当該

申請は，同一の事業の目的で４haを超える農地の権利を取得する行為に該当するため，

農林水産大臣との協議案件になりますが，既に農林水産省東海農政局農村振興部農村

計画課との協議が整っていますので報告いたします。 

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（堀田会長） 

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，〇〇
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委員の着席を求めます。 

引き続き，第３号議案について事務局より説明いたします。 

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貸借権について説明致します。 

まず，7の 61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，稲生地区市民センターから北

へ約 1,000ｍ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，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・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，13 の 62 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，伊勢若松駅から

西へ約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

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。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，20 の 65 番は，植木の販売施設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，椿地区市

民センターから南東へ約 2,210ｍ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種農地の転用は，原則として許可

することはできませんが，農業用施設用地に該当する為，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。取水は井戸水。雨水は自然浸透です。周

囲は素掘りの水路を設置する為，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，1月 7日に現地確認を実施しております。 

続きまして，22 の 68番は，先程ご審議いただきました第 2 号議案農地法第 5 条の

規定による許可申請の所有権，22の 147番から 150番の太陽光パネル設置用地の進入

路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。資金は既存の追認のため

問題ありません。面積の妥当性は，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。現場は既に道路敷となっており，土砂等
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の流出はない為，周辺農地への支障はないと考えています。 

続きまして，23 の 64 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，庄内地区市民セ

ンターから北西へ約 1,810ｍ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。 

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（堀田会長） 

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４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４９番及び５１番，８ページ目５２番から５５番は，河曲地区で

す。 

４９番は，米２０ｋｇの物納です。 

５１番及び５２番は米３０ｋｇの物納です。 

５３番は，米３５ｋｇの物納です。 

５４番は，米１５ｋｇ，５０ｋｇの物納です。 

５５番は，米２０ｋｇ，５０ｋｇの物納です。 

８ページ目５８番及び９ページ目６０番から６６番は一ノ宮地区です。 

５８番は使用貸借及び米３０ｋｇの物納です。 

６０番から６２番は，米２０ｋｇの物納です。 

６３番は，米３５ｋｇの物納です。 

６４番は，米２０ｋｇ，３５ｋｇの物納です。 

６５番は，米５０ｋｇの物納です。 

６６番は，米２５ｋｇ，５０ｋｇの物納です。 

１０ページ目７２番は，箕田地区で米３５ｋｇの物納です。 
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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（堀田会長） 

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４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 

続きまして１８ページ目１０９番から１９ページ目１１６番及び２２ページ目１

３５番から２３ページ目１３８番は久間田地区です。 

１０９番から１１６番は，２，０００円の振り込みです。 

１３５番から１３８番は，５，０００円の振り込みです。 

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（堀田会長） 

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４号議案につきまし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４ページ目２４番は，国府地区で使用貸借です。 

４ページ目２５番から５ページ目３２番は，庄野地区です。 

２５番から３１番は，使用貸借です。 

３２番は，３筆合計で米６０ｋｇの物納です。 

５ページ目３３番及び３４番は，加佐登地区です。 

３３番は，使用貸借です。 

３４番は，１０，０００円の現金払いです。 

５ページ目３５番は，牧田地区で１３，０００円の現金払いです。 
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５ページ目３６番から６ページ目４４番は，石薬師地区で使用貸借です。 

７ページ目４５番及び４６番は，白子地区で米２０ｋｇの物納です。 

７ページ目４７番は，稲生地区で３，３００円の現金払いです。 

７ページ目４８番及び５０番は，河曲地区です。 

４８番は，使用貸借です。 

５０番は，米２５ｋｇの物納です。 

８ページ目５６番，５７番及び９ページ目５９番は，一ノ宮地区です。 

５６番は，米３５ｋｇ相当の振り込みです。 

５７番は，米５０ｋｇ相当の振り込みです。 

５９番は，使用貸借です。 

１０ページ目６７番から７１番及び７３番から１１ページ目７６番は，箕田地区で

す。 

６７番から６９番は，米２５ｋｇの物納です。 

７０番及び７１番は，米３５ｋｇの物納です。 

７３番及び７４番は，米１０ｋｇ，２５ｋｇの物納です。 

７５番は，米２５ｋｇ，５０ｋｇの物納です。 

７６番は，米１５ｋｇ，３０ｋｇの物納です。 

１１ページ目７７番から７９番は，玉垣地区です。 

７７番は，米２５ｋｇ相当の振り込みです。 

７８番は，農地中間管理機構を通した米３５ｋｇの物納です。 

７９番は，農地中間管理機構を通した米３５ｋｇ，５０ｋｇの物納です。 

１２ページ目８０番から８３番は，若松地区です。 

８０番から８２番は，米２５ｋｇの物納です。 

８３番は，米３５ｋｇの物納です。 

１２ページ目８４番は，栄地区で米１０ｋｇ相当の振り込みです。 

１３ページ目８５番は，天名地区で米３０ｋｇ，６０ｋｇ相当の振り込みです。 

１３ページ目８６番から９２番は，合川地区です。 

８６番から９１番は，米３０ｋｇの物納です。 

９２番は，米６０ｋｇの物納です。 

１４ページ目９３番から１８ページ目１０８番及び１９ページ目１１７番から２

２ページ目１３４番並びに２３ページ目１３９番から２４ページ目１４３番は，久間

田地区です。 

９３番から１０７番は，使用貸借です。 

１０８番は，２，０００円の現金払いです。 

１１７番から１３４番は，５，０００円の現金払いです。 

１３９番から１４１番は，１０，０００円の現金払いです。 
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１４２番は，１３，０００円の振り込みです。 

１４３番は，５，０００円の現金払いです。 

２４ページ目１４４番から３１ページ目１８０番は，椿地区です。 

１４４番から１７４番は，使用貸借です。 

１７５番から１８０番は，１０，０００円の現金払いです。 

３１ページ目１８１番から１８４番は，深伊沢地区です。 

１８１番から１８３番は，使用貸借です。 

１８４番は，１０，０００円の現金払いです。 

３２ページ目１８５番から４１ページ目２５０番は，鈴峰地区です。 

１８５番は，５，０００円の現金払いです。 

１８６番から２５０番は，使用貸借です。 

４１ページ目２５１番から２５３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（堀田会長） 

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，報告事項に移らせていただきます。報告事項１から９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（堀田会長） 

ただ今，事務局から説明がありました報告事項１から９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「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」の変更

に関す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について，説明いたします。「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的

な構想」を変更するにあたりまして，農業経営基盤強化促進法施行規則第２条の規定

に基づき，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。資料の確認です。Ａ４縦の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な

構想」令和３年及びＡ４横の新旧対照表を用意いたしました。 
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まず，「基本構想」について説明いたします。基本構想とは，農業経営基盤強化促

進法に基づき都道府県が策定する「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な方

針」に即した上で，本市における農業・農村の健全かつ持続的な発展を図るため，積

極的かつ創造的な取組を基本とした，意欲ある農業経営体が地域における農業生産の

相当部分を担い，効率的かつ安定的な経営を目指して経営改善に取り組む農業構造の

確立を目指し，地域の実情を踏まえて市町村が独自に定めるものです。今回の変更の

理由としましては，県が定めている基本方針は１０年先を目標に，おおむね５年ごと

に見直しを行うこととなっており，令和２年８月に見直しが行われました。市町村の

基本構想は，県の基本方針に即した上で，基本方針の期間につき定めることとなって

いますので，県の見直しに合わせて基本構想を変更することとなりました。変更にあ

たっては，考え方は大きく変更していませんが，県の基本方針と整合性を図った上で，

関係法令の改正，昨今の農業を取り巻く情勢の変化を踏まえ，現在，各地区で作成に

取り組んでいただいている人・農地プランを基とした農地中間管理事業の活用等の農

業振興についての追記などを基本に，変更を行いました。基本的な考え方を大きく変

更していないながら，新旧対照表では変更箇所が多くなっていますが，基本構想の記

載の仕方を細分化した構成に変更したためのものでございます。 

それでは，資料Ａ４横の新旧対照表をご覧ください。左側枠内が変更後，右側枠内

が変更前となり，赤く表示された部分が変更するところとなります。お時間の都合も

ございますので，変更した主な項目を申し上げます。 

１ページ目の１及び２ページ目の２をご覧ください。「鈴鹿市の農業の現状及び策

定の趣旨」につきまして，農業を取り巻く情勢の変化や制度改正等を踏まえ，記載を

変更いたしました。 

３ページ目の３をご覧ください。基本構想の目標年度は県の基本方針と合わせ，令

和１１年度としました。 

３ページ目の第１から９ページ目までは，「農業経営基盤の強化の促進に関する目

標」になります。すべて赤字で記載してあるのは，先にご説明いたしました，記載の

細分化による文書構成や順序の整理及び項目の新設行ったためです。 

３ページ目の１については，農業委員会，農業協同組合，普及センター，農地中間

管理機構，農業再生協議会等の関係機関が連携し，各種施策の取り組みを積極的に進

めていくことを記載しました。 

４ページ目の１をご覧ください。農業経営体の確保・育成についてです。法人化や

経営の多角化等，新たな経営感覚を身につけた意欲ある農業経営体を育成していくこ

とを記載しました。中段（１）「効率的かつ安定的な農業経営の育成」について，農

業経営の労働時間及び所得の目標を，他産業従事者の労働実態と同程度となるように

算出した，県の基本方針の数値と合わせ，本市の数値といたしました。また，認定農

業者制度及び人・農地プランを基にした中間管理事業等の各種制度の積極的な活用を
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促進するとともに，女性農業者の経営への参画や多種多様な農家が地域資源及び農村

コミュニティの維持を図ることで，地域全体としての発展に結びつくような目標値と

しました。 

６ページ目の（２）をご覧ください。「新たに農業経営を営もうとする青年等の確

保・育成」について，こちらも県の方針の労働時間及び所得と整合を図りました。ま

た，青年等就農計画である認定新規就農者制度を積極的に活用し，計画に掲げる目標

の達成に向けた取組を総合的に講ずることや，就農希望者に対して事前相談から経営

定着まで関係機関でサポートしていくことを記載しました。 

同じく６ページ目の下段から７ページ目にかけては，中山間地域等における担い手

の確保・育成について，新たに追記し，耕作条件不利地に対しての構想を記しました。 

 ９ページ目の３をご覧ください。効率的かつ安定的な土地利用の推進という項目を

新設しました。 ここでは，人・農地プランを基に，意欲ある農業経営体への農用地

の集積に向けた，手法や考えについて記載いたしました。 

ここまでが，「農業経営基盤の強化の促進に関する目標」になりますが，基本的に

は現行の旧構想の内容を継承し，人・農地プランや中間管理事業など，現在の情勢に

即した方策や事業を加えたものとなっています。 

１０ページ目をご覧ください。第２として，「営農類型ごとの基本的な指標」にな

ります。（１）は，効率的かつ安定的な農業経営の指標で，営農類型ごとに延作付面

積，内容，家族・役員，雇用，農業所得につきましても，県の基本方針に習い，数値

を変更いたしました。 

１２ページ目をご覧ください。（２）は，新たに農業経営を営もうとする青年等が

目標とすべき農業経営の指標につきましても，（１）と同様に変更いたしました。 

 

 １３ページ目をご覧ください。第３として「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関する目標及びその他の農用地の利用関係の改善に

関する事項」です。この項目での変更としまして，下段の２農用地の利用関係の改善

に関する事項に，農地の利用集積に関する目標を達成するために，人・農地プランの

実質化により地域の特性に応じた将来方針を明確にした，農地中間管理事業の活用，

推進を図ることを新たに記載しました。 

 １４ページ目をご覧ください。農地の集積の推進方法を，水田地帯と畑作地帯に分

けて記載をいたしました。ここでも，新たに人・農地プラン及び農地中間管理事業の

活用について明記しました。 

１４ページ目第４からは，農業経営基盤強化促進事業に関する事項になります。旧

構想では，促進事業のひとつに，「農地利用集積円滑化事業」が存在しましたが，法

改正に伴い円滑化事業が廃止されたため，円滑化事業に係る記述を基本構想から削除

しました。 
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以降，各個別事業ごとの事項になりますが，根拠法令の法改正に伴う，条項号の訂

正及び削除をいたしました。 

 ２４ページをご覧ください。農用地利用改善事業に関する事項となります。この項

目でも，事業を促進するにあたり，人・農地プラン等の地域の話合いを通じて取り組

むことを記載しました。  

 ３０ページをご覧ください。６その他農業経営基盤強化促進事業の実施に関し必要

な事項になります。関連施策との連携として，畑作地帯について新たに記述いたしま

した。 

 ３１ページから３８ページについては，農地利用集積円滑化事業に関する事項にな

りますので，事業の廃止に伴い削除いたしました。 

 最後に４１ページ別紙２につきましては，中間管理機構を通し基盤整備事業等を行

う場合の，貸借期間について記載しています。 

 以上で主だった変更する点についての説明とさせていただきます。なお，今後のス

ケジュールにつきましては，この度の意見聴取の後，三重県への協議，同意を得て基

本構想の決定という流れになります。以上でございます。 

議長（堀田会長） 

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，何かご意見ございま

せんか。 

別段無いようでございますので，よろしくお願いいたします。 

以上で，本日の議事は，すべて終了いたしました。 

 


