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№１　新居地区、所在地は東高倉の田１筆、畑１筆面積は合計3,223㎡、譲受人は東高
倉の〇〇〇〇さん、譲渡人は大阪市西区の〇〇〇〇さんです。譲受人の耕作面積は
65a、取得後は98aで伊賀市の下限面積を満たしております。農作業歴は本人が50年で
常時従事されています。農機具は田植機、コンバイン、トラクターを各１台所有されてお
り、水稲と野菜を耕作されます。申請地は自宅から１km以内で、現在も譲受人が管理し
ており、取得後も効率的に耕作できると認められます。なお申請農地にかかる借受人は
おりません。

№２　新居地区、所在地は東高倉の田１筆、面積は2,405㎡、譲受人は東高倉の〇〇〇
〇さん、譲渡人は名古屋市千種区の〇〇〇〇さんです。譲受人の耕作面積は566a、取
得後は590aで伊賀市の下限面積を満たしております。農作業歴は本人が50年で常時従
事されています。農機具は田植機、コンバインを各１台、トラクターを２台、乾燥機を４台
所有されており、水稲を耕作されます。申請地は自宅から車で２分ほどで現在も譲受人
が管理されていることから取得後も効率的に耕作できると認められます。また申請農地に
かかる借受人はおりません。

次に議事録署名者の指名を行いたいと存じます。３番の前田委員、６番の大田委員にお
願いします。本総会の会議は、農業委員会等に関する法律第32条の規定により公開す
ることになっていますので、ご承知おきください。

報告第１号「農地法第18条第６項の規定による通知について」は報告案件です。
事務局より議案の朗読と説明を求めます。

報告第１号　農地法第18条第６項の規定による通知についてご説明します。
賃貸借の合意解約がなされ、報告件数４件、筆数は田３筆、畑３筆の合計６筆、面積は
合計9,852㎡についての通知がありましたので報告いたします。
　なお、今月は使用貸借契約の解約による通知の提出はございませんでした。

以上について、何かご発言はございませんか。

ご発言が無いようですので、報告第１号「農地法第18条第６項の規定による通知につい
て」は報告のとおりご承知おきください。

続きまして議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請について」を議題とします。
議案第１号№１～５について事務局より議案の朗読と説明を求めます。

議　　　　事

皆様おそろいですので、只今から第12回伊賀市農業委員会総会を開催します。それで
は総会の成立報告を事務局からお願いします。

本日も新型コロナウイルス感染症対策として、出席委員について調整させていただいて
おります。総数24名中17名で農業委員会等に関する法律第27条第３項の規程による成
立要件の過半数に達しております。本総会の成立をご報告させていただきます。

今回の総会日程は本日1日といたしたいと存じますが、これに異議ございませんか。

異議なし。

議　　事　　録
令和3年7月9日

本庁　２階　202・203会議室 13:30～14：40

第12回　伊賀市農業委員会総会
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意見なし。

ご意見が無いようですので、質疑を終結し、採決いたします。議案第１号№１～５につい
て、一括して採決することに異議はございませんか。

異議なし。

議案第１号№１～５について、原案のとおり許可することに賛成の方は挙手をお願いしま
す。

（挙手）

全員賛成ですので、議案第１号№１～５は原案のとおり許可することに決定しました。続き
まして議案第１号№６～12について、事務局より議案の朗読と説明を求めます。

№１について説明いたします。６月29日の現地確認を行いました。譲受人の自宅西の畑
と少し離れた田になりますが、譲渡人が遠方に居住しており管理できないことから売買す
ることになりました。

№２について説明いたします。こちらも譲渡人が遠方のため現在管理をされている譲受
人へ所有権移転するものです。いずれも問題ありません。

№３について説明いたします。６月25日に現地確認を行いました。譲受人が現在も農地
を管理しており、取得後も引き続き耕作されるため問題はありません。

№４について説明いたします。６月28日に現地確認を行いました。以前に譲受人が大規
模に３条申請で取得した農地集団の一部ですが、相続などの手続きができていなかった
農地です。特に問題はありません。

№５について説明いたします。６月28日に現地確認を行いました。現在は地区の営農組
合が管理していますが、取得後は営農組合の指導の下で譲受人が耕作されるということ
です。

説明が終わりました。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

№３　友生地区、所在地は蓮池の畑２筆、面積は合計781㎡、譲受人は蓮池の〇〇〇〇
さん、譲渡人は蓮池の〇〇〇〇さんです。譲受人の耕作面積は567a、取得後は575aで
伊賀市の下限面積を満たしております。農作業歴は本人が50年で常時従事されていま
す。農機具は田植機を１台、コンバイン、トラクターを各２台ずつ所有されており、野菜を
耕作されます。申請地は自宅から車で３分ほどで取得後も効率的に耕作できると認めら
れます。また申請農地にかかる借受人はおりません。

№４　西柘植地区、所在地は御代の畑２筆、面積は合計300㎡、譲渡人は御代の〇〇〇
〇さん他３名、譲受人は〇〇〇〇株式会社 代表取締役 〇〇〇〇さんです。譲受人の
耕作面積は341a、取得後は344aで伊賀市の下限面積を満たしております。また、〇〇〇
〇株式会社については、議決権の過半数を有する構成員が年間224日農業に従事して
おり、かつ売上高の全てが農業によるものであることから、農地所有適格法人の要件を満
たしています。農機具はスピードスプレーヤーを１台リースされており、ぶどうを栽培しま
す。なお、今回の申請地は過去の農地パトロールにおいて遊休農地または再生困難農
地として区分されている場所であることから、同社が取得後に整備し農地として再生する
ということで、遊休農地の解消に繋がるものです。また申請農地にかかる借受人はおりま
せん。

№５　壬生野地区、所在地は西之澤の田２筆、面積は合計2,526㎡、譲受人は西之澤の
〇〇〇〇さん、譲渡人は西之澤の〇〇〇〇さんです。譲受人の耕作面積は155a、取得
後は181aで伊賀市の下限面積を満たしております。農作業歴は本人が５年、妻が５年で
常時従事されています。農機具は田植機、コンバイン、トラクター、耕耘機を各１台ずつ
所有されており、大豆を作付けされます。申請地は自宅に隣接した農地で取得後も効率
的に耕作できると認められます。また申請農地にかかる借受人はおりません。

只今の説明に関連して新居地区担当委員、友生地区担当委員、西柘植地区担当委
員、壬生野地区担当委員の方から、現地調査の結果ならびに補足説明をお願いしま
す。
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事務局

事務局

事務局

事務局

事務局

№６　花垣地区、所在地は予野の田４筆、畑１筆、面積は合計5,112㎡、譲渡人は予野の
〇〇〇〇さん、譲受人は炊村の株式会社〇〇〇〇 代表取締役 〇〇〇〇さんです。譲
受人の伊賀市での耕作面積が無かったため、去る７月１日に新規営農面談を行いまし
た。申請者は、伊賀市炊村地内に事務所を構え、今回取得する休耕地を水田として管
理をし、農業を行うものです。取得後は51aとなり、伊賀市の下限面積を満たしておりま
す。提出された営農計画では今後も賃貸借等により農地を借り受け、経営面積を増やし
ていく計画です。農作業歴は構成員４名中３名が20年以上農業に従事しており、構成員
４名の内３名が年間150日農業に従事する予定であり、かつ、売上の全てが農業によるも
のであることから、農地所有適格法人としての要件を満たしています。農機具はトラク
ター、耕耘機、コンバイン、田植機を各１台リースし、許可後は水稲を耕作する予定で
す。申請地は会社事務所から少し距離がありますが、農業用機械は申請地付近に居住
する会社構成員からリースしているため、取得後も引き続き効率よく活用できると判断しま
す。なお、申請農地にかかる借受人はおりません。

№７　花垣地区、所在地は白樫の畑４筆、面積は合計5,212㎡、譲渡人は白樫の〇〇〇
〇さん、譲受人は白樫の有限会社〇〇〇〇　代表取締役　〇〇〇〇さんです。譲受人
の耕作面積は97aであり利用権３筆解約の上で１筆分のみ面積が増えることから、取得後
は104aとなり伊賀市の下限面積を満たしております。構成員３名の内２名が年間300日農
業に従事しており、かつ、売上高の全てが農業によるものであることから、農地所有適格
法人の要件を満たしています。農機具はトラクターを３台、コンバイン、田植機を各１台所
有しており、取得後は野菜等を植える予定です。申請地は既に利用権が設定されている
農地の取得及びその近隣の土地の取得であり、取得後も引き続き効率よく活用できると
認められます。なお、申請農地にかかる借受人はおりません。

№８　花垣地区、所在地は白樫の田１筆、面積は821㎡、譲渡人は白樫の〇〇〇〇さ
ん、譲受人は白樫の〇〇〇〇さんです。譲受人の耕作面積は159a、取得後は168aで伊
賀市の下限面積を満たしております。農作業歴は30年で、本人と父が常時従事されてい
ます。農機具はトラクターを２台、田植機、コンバインを各１台所有し、水稲を耕作する予
定です。申請地は自宅から徒歩５分の距離であり、取得後も引き続き効率よく活用できる
と判断します。なお、申請農地にかかる借受人はおりません。

№９　花垣地区、所在地は白樫の田１筆、面積は1,351㎡、譲渡人は白樫の〇〇〇〇さ
ん、譲受人は白樫の〇〇〇〇さんです。譲受人の耕作面積は29a、取得後は42aで伊賀
市の下限面積を満たしております。農作業歴は５年で、本人と父が常時従事されていま
す。農機具はトラクター、田植機、コンバインを各１台所有し、水稲を耕作する予定です。
自宅から徒歩で１分以内であり、取得後も引き続き効率よく活用できると判断します。な
お、申請農地にかかる借受人はおりません。

№10　猪田地区、所在地は上之庄の畑１筆、面積は３２８㎡、譲渡人は尾鷲市の〇〇〇
〇さん、譲受人は上之庄の〇〇〇〇さんです。譲受人の耕作面積は20aで取得後は23a
となり、伊賀市の下限面積を満たしております。農作業歴は、本人が20年、で常時従事さ
れています。農機具はトラクター、コンバイン、田植機、耕耘機を各１台所有されておりま
す。取得後は水稲・野菜を耕作する予定です。申請地は自宅から１ｋｍと近隣であり、取
得後も引き続き効率よく活用できると判断します。なお、申請農地にかかる借受人はおり
ません。

№11　中瀬地区、所在地は高畑の田１筆、畑１筆　面積は田畑合せて1,394㎡、譲渡人
は奈良市の〇〇〇〇さん、譲受人は高畑の〇〇〇〇さんです。譲受人の耕作面積は
110aで取得後の耕作面積は124aとなり、伊賀市の下限面積を満たしております。農作業
歴は本人が50年従事しております。農機具はトラクター、コンバイン、田植え機、軽トラッ
クを所有しています。遠方に居住する譲渡人が、申請地の管理ができなくなり、申請地周
辺に居住する受人に売買し所有権移転するもので、通作について問題なく、引き続き効
率よく活用できると判断します。なお、申請農地にかかる借受人はおりません。
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事務局

議長

森中委員

山口委員

西田委員

森本委員

議長

一同

議長

一同

議長

一同

議長

議長

事務局

全員賛成ですので、議案第１号№６～12は原案のとおり許可することに決定しました。

続きまして議案第２号「農地法第４条の規定による許可申請について」を議題とします。
議案第２号№１～２について、事務局より議案の朗読と説明を求めます。

№１　上野地区、所在地は上野車坂町の畑１筆、面積は33㎡、転用しようとする地目は宅
地です。申請人は徳島県徳島市の〇〇〇〇さんです。施設の概要は、ブロック塀、門
柱、駐車場として利用するものです。申請地は、伊賀市立上野東小学校から北に500ｍ
に位置する都市計画法第８条第１項第１号に規定する用途地域が定められている農地
であることから、第３種農地と判断します。申請地の周囲は申請地以外に農地はなく、農
地として利用するには生産性が悪く、今回の転用はやむを得ないものと考えられます。土
地造成は整地のみで、取水はなく、排水は雨水のみで自然浸透及び道路側溝へ放流い
たします。既にブロック塀、門柱、駐車場として利用しているので顛末書を添付させての
申請です。隣接所有者にも承諾済みで、自治会長からの同意も得られており、転用につ
いて問題ないものと判断します。

説明が終わりました。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

意見なし。

ご意見が無いようですので、質疑を終結し、採決いたします。議案第１号№６～12につい
て、一括して採決することに異議はございませんか。

異議なし。

議案第１号№６～12について、原案のとおり許可することに賛成の方は挙手をお願いしま
す。

（挙手）

№12　阿保地区、所在地は阿保の田１筆、畑２筆、面積は田畑合せて707㎡、譲渡人は
別府の〇〇〇〇さん、譲受人は名張市の〇〇〇〇さんです。譲受人の耕作面積は20a
で取得後の耕作面積は27aとなり、伊賀市の下限面積を満たしております。農作業歴は
本人が32年、妻も同様に従事しており問題ありません。農機具は耕耘機、コンバイン、トラ
クター、田植え機をリースいたします。申請地は自宅の名張市蔵持地区からは少し離れ
ていますが、車で約20分と特に問題なく、昨年５月と本年２月に申請地横を取得してお
り、現地立会の際、前回取得した休耕していた農地を、経営している会社所有の重機で
開墾して、野菜を耕作していることを確認しています。通作についても問題なく、取得後
は野菜、根菜を作付けする予定で引き続き効率よく活用できると判断します。なお、申請
農地にかかる借受人はおりません。

只今の説明に関連して花垣地区担当委員、猪田地区担当委員、中瀬地区担当委員、
阿保地区担当委員の方から現地調査の結果ならびに補足説明をお願いします。

№６、７、８、９について説明いたします。６月25日に現地確認を行いました。№６について
は、新規営農面談を行い営農計画を確認しました。荒れた農地を管理してくれることもあ
り地区としても問題なく期待しております。№７，８，９についても内容について何ら問題あ
りません。

№10について説明いたします。譲渡人がケアハウスに入所しており管理が困難であるた
め地元の知人に譲るということです。今後も譲渡人の所有農地について整理される予定
です。

№11について説明いたします。６月24日に現地立会いを行いました。譲渡人は遠方に住
んでおり農地を管理できないことから地元の人に贈与するとのことです。

№12について説明いたします。６月29日に現地立会いを行いました。譲渡人が相続で取
得した農地ですが、財産処分のために近隣の知人に譲ることになりました。譲受人は名
張市の方ですが、この近隣で他にも耕作していることから問題ないと思います。
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事務局

議長

玉岡委員

玉岡委員

議長

一同

議長

一同

議長

一同

議長

議長

事務局

（挙手）

全員賛成ですので、議案第２号№１～２は原案のとおり許可することに決定しました。

続きまして、議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請について」を議題とします。
議案第３号№１～７について、事務局より議案の朗読と説明を求めます。

№１　西柘植地区、所在地は御代の田１筆、面積は515㎡、転用しようとする地目は宅地
です。貸人は御代の〇〇〇〇さん、借人は御代の〇〇〇〇さんです。施設の概要は、
居宅１棟の建築と進入路です。申請地は、名阪国道御代インターチェンジから北に約
200ｍに位置し、市街地化の傾向が著しい区域内にある農地であることから第３種農地と
判断します。貸人と借人は親子の関係で、現在の住宅が手狭になったことから、父が所
有する自宅横の農地に分家住宅を建設するものです。現在の住宅と隣接していることか
ら利便性がよく、他に代替できる土地もないことから、この農地を転用することはやむを得
ないものと判断します。工事計画は許可日より令和３年12月末までの計画です。取水は
上水道を敷地南側から引き込み、汚水排水は公共下水道へ接続します。雨水は敷地南
側の既設側溝へ放流する計画です。建築面積は117.22㎡で建ぺい率は25.63％となり適
正な建ぺい率22％を超えており問題ありません。区や土地改良区、隣接する土地所有者
には申請内容を説明済であり、周辺の農地に対して支障はありません。

№２について説明いたします。内容は事務局の説明のとおりで周囲も宅地に囲まれてお
り転用は問題ありません。

説明が終わりました。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

意見なし。

ご意見が無いようですので、質疑を終結し、採決いたします。議案第２号№１～２につい
て、一括して採決することに異議はございませんか。

異議なし。

議案第２号№１～２について、原案のとおり許可することに賛成の方は挙手をお願いしま
す。

№２　上野地区、所在地は平野城北町の畑１筆、面積は503㎡、転用しようとする地目は
宅地です。申請人は上野農人町の〇〇〇〇さんです。施設の概要は、共同住宅１棟と
駐車場として利用するものです。申請地は、旧伊賀市役所本庁舎から北へ約1.5ｋｍに位
置する農地で、都市計画法第８条第１項第１号に規定する用途地域が定められている農
地であることから、第３種農地と判断します。申請地は、住宅が密集している地域で農地
として利用することは生産性がなく、申請人が共同住宅を建築するもので、当該農地に
代えて申請の目的を達成できる土地が他になく、今回の転用はやむを得ないものと判断
します。伊賀市の適正な土地利用に関する条例に基づく建築開発事業適合通知証が提
出されており、転用は確実に行われるものと思われます。土地造成は整地のみ。取水
は、北側道路に埋設された本管から上水道を引込み、汚水については合併浄化槽を設
置し、既存の水路に放流、雨水についても敷地内に集水し既存の水路に放流します。工
事期間は許可日から令和４年２月28日までの計画となっています。万一周辺等へ被害を
及ぼした場合は申請者が責任を持って解決することとなっております。また、周辺地域に
事業説明を行っており、転用について問題ないものと判断します。

只今の説明に関連して上野地区担当委員の方から、現地調査の結果ならびに補足説明
をお願いします。

№１について説明いたします。６月28日に現地確認を行いました。事務局の説明のとおり
昭和52年頃に申請人の母がブロック塀や門柱を建設したため、今回登記を正すために
申請されました。
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事務局

事務局

事務局

№４　府中地区、所在地は佐那具の田１筆、面積は680㎡、転用しようとする地目は宅地
です。貸人は佐那具町の〇〇〇〇さん・〇〇〇〇さん、借人は佐那具町の〇〇〇〇さ
んで、親子間による使用貸借権の設定がなされます。施設の概要は、居宅１棟と駐車場
です。申請地は、JR佐那具駅から南東に約800ｍに位置し、都市計画法第８条第１項第１
号に規定する用途地域が定められている農地であることから第３種農地と判断します。他
に適した土地が無いことから、この農地を転用することはやむを得ないものと考えられま
す。取水は上水道、排水については、汚水・雑排水は合併浄化槽を通じて既設水路へ
放流、雨水は既設水路へ放流いたします。全体面積に対し、建築面積は151㎡となって
おり、建ぺい率は23％となり適正な建ぺい率の22％を超えており問題はありません。ま
た、農地面積が500㎡を超えているため、農家住宅となります。工事期間は許可日から令
和４年2月末日までの予定となっております。地元地区及び周辺土地所有者からの同意
も得られており、周辺地域の農業に対して支障はありません。

№５　　阿波地区、所在地は富永の田２筆、面積は合計374㎡、転用しようとする地目は
雑種地です。譲渡人は滋賀県大津市の〇〇〇〇さん、譲受人は大阪府富田林市の〇
〇〇〇さんです。施設の概要は庭・車庫として利用するものです。申請地は、阿波地区
市民センターから西に約400ｍに位置する農地で、空家バンクによる取得によるもので
す。申請地に隣接する一団の農地は、水稲に適した土性であるが、申請地を含む農地
集団においては、水が行き渡らない水稲に適さない農地であることから、別の農地集団と
判断し、一団の農地として取り扱わないと判断します。また、申請地を含む農地集団は、
10ha未満の小規模な農地の一団にあり、基盤整備はなされていない農地であるため、い
ずれの農地区分の要件にも該当しないその他の農地第２種農地として判断します。平成
２年１１月に新築された居宅と同時期に南側の田には車庫、東側の田は庭となっており、
農地法による手続きがなされていなかったため、今回顛末書が提出されております。取
水はなく、排水は雨水のみで、自然浸透となります。区や水利組合、また周辺の土地所
有者からの同意も得られており、周辺農地に支障はありません。

№２　古山地区、所在地は菖蒲池の畑１筆、面積は374㎡、譲渡人は平野蔵垣内の〇〇
〇〇さんです。譲受人は上神戸の〇〇〇〇合同会社　代表社員　〇〇〇〇さんです。
転用しようとする地目は雑種地です。施設の概要は、駐車場７台分として利用するもので
す。申請地は古山郵便局から北東へ約250ｍに位置する農地で、周囲を宅地等に囲ま
れており、基盤整備されていない狭小な農地であるため、第２種農地と判断します。事務
所に隣接して利便性がよく他に駐車場の代替地が無いことから、今回の転用はやむをえ
ないものと考えられます。転用計画としましては、駐車場として整備する計画となっていま
す。工事期間は許可日から令和３年９月18日までの計画です。工事計画としては、土地
造成は整地のみで、取水はなく、排水は雨水のみで敷地内に勾配を設け既設排水路へ
放流する計画です。地元地区、周辺土地所有者へは事業について説明済みで同意を
得られており、周辺農地等へ被害を及ぼした場合は、申請者が責任をもって解決するこ
ととなっており、農地転用については特に問題ないものと判断しています。

№３　依那古地区、所在地は沖の畑１筆、面積は４６㎡、転用しようとする地目は雑種地
です。譲渡人は下郡の〇〇〇〇さん、譲受人は沖の有限会社〇〇〇〇 代表取締役 〇
〇〇〇さん、〇〇〇〇さんです。施設の概要は駐車場として利用するものです。申請地
は、伊賀鉄道依那古駅からおおむね５00m以内にあることから、第２種農地と判断しま
す。当該農地は周囲を宅地に囲まれ耕作がしづらく、以前から休耕農地なっていました
が、譲受人の会社のすぐ南側にあり、利便性があり、他に適した土地が無く、駐車場とし
て利用したいとのことから、この農地を転用することはやむを得ないものと考えられます。
取水はなく、排水は雨水のみで、敷地内に側溝を設け、北側の道路側溝へ排水となりま
す。区や水利組合、また周辺の土地所有者からの同意も得られており、周辺農地に支障
はありません。
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事務局

事務局

議長

奥沢委員

森中委員

髙田委員

藤室委員

森下委員

玉岡委員

玉岡委員

議長

一同

議長

一同

説明が終わりました。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

意見なし。

ご意見が無いようですので、質疑を終結し、採決いたします。
議案第３号№１～７について、一括して採決することに異議はございませんか。

異議なし。

№２について説明いたします。６月25日に現地確認を行いました。事務局の説明のとおり
近隣への説明もされており問題はありません。

№３について説明いたします。６月28日に現地確認を行いました。事務局の説明のとおり
問題はありません。

№４について説明いたします。６月29日に現地確認を行いました。面積は小さいですが２
年前に駐車場に転用許可されたところに隣接する農地です。

№５について説明いたします。６月30日に現地確認を行いました。事務局の説明のとおり
問題ありません。

№６について説明いたします。６月28日に現地確認を行いました。すぐ横の田は水稲を
作付けしていますが、１ｍ控えて盛土を行い整地するということで問題はありません。

№７について説明いたします。事務局の説明のとおり昭和36年から譲受人が庭として利
用していました。譲受人はこの農地を購入するために譲渡人を探していましたが、連絡が
取れずに困っていたところ、偶然訪ねて来られたことから今回の申請に繋がりました。

№６　小田地区、所在地は小田町の田１筆、面積は1,519㎡、転用しようとする地目は雑
種地です。譲渡人は小田町の〇〇〇〇さん、譲受人は岐阜県瑞穂市の〇〇〇〇株式
会社代表取締役の〇〇〇〇さんです。施設の概要は、駐車場として利用するものです。
申請地は、〇〇〇〇の道を挟んだ北に位置する都市計画法第８条第１項第１号に規定
する用途地域が定められている農地であることから、第３種農地と判断します。申請地の
周囲は北東は田に接していますが、周辺地域は宅地化の進むエリアで西に隣接する土
地を譲受人が利用しており、譲渡人の離農にあわせ、隣接地と一体的に利用することで
利便性もよく、今回の転用はやむを得ないものと考えられます。土地造成は隣接地のレ
ベルまで盛土を行い、一体的に利用します。取水はなく、排水は雨水のみで自然浸透及
び新設する側溝へ放流いたします。工事期間は許可日から令和３年10月31日までとなっ
ております。自治会長、土地改良区、水利組合とも協議済みです。周辺土地所有者に事
業の説明済みで同意も得られており、転用について問題ないものと判断します。

№７　久米地区、所在地は四十九町の畑１筆、面積は36㎡、転用しようとする地目は雑種
地です。譲渡人は奈良市の〇〇〇〇さん、譲受人は四十九町の〇〇〇〇さん。施設の
概要は、庭として利用するものです。申請地は、伊賀市役所本庁から西１ｋｍに位置する
農地で、都市計画法第８条第１項第１号に規定する用途地域が定められている農地であ
ることから、第３種農地と判断します。申請地は、譲受人の居宅に隣接する土地で、昭和
36年頃より庭として利用しており、他に進入路もなく、当該農地に代えて申請の目的を達
成できる土地が他になく、今回の転用はやむを得ないものと判断します。土地造成は整
地のみ。取水はなく、排水は雨水のみで自然浸透する計画です。資金計画については、
土地購入費のみで、自己資金にて行う計画となっており、預金通帳の写しが添付されて
います。既に庭として利用しているので顛末書を添付させての申請です。万一周辺等へ
被害を及ぼした場合は申請者が責任を持って解決することとなっております。また、周辺
地域に事業説明を行っており、転用について問題ないものと判断します。

只今の説明に関連して、西柘植地区担当委員、古山地区担当委員、府中地区担当委
員、依那古地区担当委員、阿波地区担当委員、上野地区担当委員の方から、現地調査
の結果ならびに補足説明をお願いします。

№１について説明いたします。６月28日に現地確認を行いました。事務局の説明のとおり
貸人の自宅前で宅地に囲まれて独立した農地ですので問題はありません。
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議長

一同

議長

議長

事務局

事務局

事務局

議長

金谷委員

玉岡委員

中井委員

議長

一同

議長

一同

議長

一同

議長

議長

異議なし

議案第４号№１～３について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いしま
す。

（挙手）

全員賛成ですので、議案第４号№１～３は原案のとおり下付することに決定しました。

続きまして、議案第５号「買受適格証明願について」を議題とします。事務局より議案の
朗読と説明を求めます。

№１について説明いたします。６月28日に現地確認を行いました。事務局の説明のとおり
建物が２棟建っており非農地として問題ありません。

№２について説明いたします。６月28日に現地確認を行いました。コンビニのすぐ横にな
りますが昭和39年から宅地になっています。

№３について説明いたします。６月29日に現地確認を行いました。周囲も同じように山林
化しており農地に戻すのは困難ですので非農地として問題ありません。

説明が終わりました。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

意見なし

ご意見が無いようですので、質疑を終結し、採決いたします。
議案第４号№１～３について、一括して採決することに異議はございませんか。

全員賛成ですので、議案第３号№１～７は原案のとおり許可相当とすることに決定しまし
た。

続きまして議案第４号「非農地証明下付願について」を議題とします。
議案第４号№１～３について事務局より議案の朗読と説明を求めます。

№１　壬生野地区、所在地は山畑の畑５筆、面積は合計596㎡、現況は宅地です。願出
人は山畑の〇〇〇〇さんです。場所は伊賀市立壬生野小学校から東へ約2kｍにあり、
宅地と河川に囲まれた狭小な農地であることから第２種農地と判断します。昭和49年に
木材業のための材木置き場として倉庫・物置を建築し、廃業した後も引き続き倉庫として
利用しており、建物登記にも昭和49年建築と記されております。現地調査を行ったところ
倉庫や物置などの建築物があり、地面は舗装され、現在も宅地として利用されていること
から農地に復元することは困難であるため非農地として問題ないと確認しました。

№２　久米地区、所在地は木興町の畑１筆、面積は82㎡です。現況は宅地で居宅が建
築されています。願出人は久米町の〇〇〇〇さんです。場所は、名阪国道上野ＩＣから
北500ｍに位置しており、都市計画法第８条第１項第１号に規定する用途地域が定められ
ている農地であることから、第３種農地と判断します。申請地は、昭和39年に居宅を建築
し、建築年の記載された固定資産税名寄帳と写真を添付して申請されました。現地調査
を行ったところ登記事項通り建築物があり20年以上の経過は明らかで、農地に戻すこと
は困難であり、非農地として問題ないと判断します。

№３　種生地区、所在地は高尾の畑３筆、面積は３筆合わせて574㎡、現況は山林で、杉
の木が植林されています。願出人は高尾の〇〇〇〇さんです。場所は、伊賀市役所青
山支所から南約６ｋｍに位置しており、山林に囲まれた10ha未満の生産性の低い一団の
農地でいずれの要件にも該当しないその他の農地第２種農地と判断します。申請地は、
20年以上前に杉を植林し現在に至っており、杉の生育状況が確認できる写真を添付して
申請されました。現地調査を行ったところ直径40㎝～70㎝になる杉が植林されており20
年以上の経過は明らかで、農地に戻すことは困難であり、非農地として問題ないと判断し
ます。

只今の説明に関連して壬生野地区担当委員、上野地区担当委員、種生地区担当委員
の方から、現地調査の結果ならびに補足説明をお願いします。

議案第３号№１～７について、原案のとおり許可することに賛成の方は挙手をお願いしま
す。

（挙手）
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議長

一同

議長

一同

議長

議長

事務局

議長

一同

議長

一同

議長

事務局

事務局

議長

議長

つづきまして、事務局から「３．その他」の事項について説明願います。

特になし

以上で本日の議案の審議ならびに報告事項はすべて終了いたしました。この際、その他
の件について、委員からご発言があれば挙手をお願いします。

ご意見が無いようですので、以上をもちまして、伊賀市農業委員会第1２回総会を閉会い
たします。

議案第６号　農用地利用集積計画についてご説明します。
農業経営基盤強化促進法第18条第１項の規定により伊賀市長より農用地利用集積計画
の決定を求められております。利用権設定が、新規設定2件、再設定8件で、田30筆、畑
30筆で合計60筆。計画面積は合計75,660㎡です。

（利用権全体説明）

以上の農地利用集積計画の内容は伊賀市の基本構想に適合しており、利用権の設定を
受けた後において備えるべき要件である、耕作すべき農用地のすべてについて耕作を
行うと認められ、また耕作に必要な農作業についても常時従事すると認められます。いず
れの対象農地も効率的に利用することが認められ、対象農地の関係権利者全ての同意
が得られており、農業経営基盤強化促進法第18条第３項の要件を満たしております。

説明が終わりました。これより質疑に入ります。ご意見ご質問はございませんか。

意見なし

ご意見が無いようですので、質疑を終結し、採決いたします。議案第６号について、計画
案のとおり意見の決定をすることに賛成の方は挙手をお願いします。

（挙手）

全員賛成ですので、議案第６号は、計画案のとおり意見の決定をすることに決定しまし
た。

説明が終わりました。議案第５号については書類審査のみですので担当委員の補足説
明は省略し質疑に入ります。ご意見ございませんか。

意見なし

ご意見が無いようですので、質疑を終結し、採決いたします。
議案第５号№１について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。

（挙手）

全員賛成ですので、議案第５号№１は原案のとおり買受適格者として決定しました。

続きまして、議案第６号「農用地利用集積計画について」を議題とします。事務局より議
案の朗読と説明を求めます。

№１　花垣地区、所在地は白樫の田１筆、畑１筆、面積は合計356㎡。願出人は白樫の〇
〇〇〇さんです。当該農地は、白樫地内で既に建物が建っている農地で、伊賀市に差
し押さえられた物件であり、この度伊賀市で公売により入札が行われます。買受適格証
明願いについては、対象物件により農地法第３条および第５条の審査により判断すること
となります。今回の期間競争入札参加のための第５条の買受適格証明願が提出されまし
た。開札期日は令和３年８月10日の午前11時５分です。全体で３筆の入札とされておりま
すが、１筆については雑種地であるため、２筆のみが買受適格証明願の対象となります。
願出人は隣地に居住しており、隣地を適正に管理したいことから、この度の公売物件の
入札に参加しようとするものです。申請地は、白樫公民館から南東におおむね300ｍに位
置する、周囲を宅地等に囲まれた狭小な農地であるため、第２種農地と判断いたします。
当該農地は、既にカーポート、物置、倉庫が建設されているため、落札した場合は居住
する隣接地を含めて管理をし現状のまま利用する計画となっております。周辺に農地も
なく、万一周辺等へ被害を及ぼした場合は申請者が責任を持って解決することとなって
おります。また、区長からの同意も得られており、周辺地域への支障はないものと判断し
ます。
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会長

吉岡　康夫

議事録署名者

前田　啓生

議事録署名者

大田　信昭

　　会長は議事録を作成し、議事録署名者とともに署名する。

令和　　　　年　　　　月　　　　日
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