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№１　壬生野地区、所在地は山畑の田２筆、面積は合計624㎡、譲渡人は上野田端町の
〇〇〇〇さん、譲受人は西明寺の〇〇〇〇さんです。譲受人の耕作面積は45a、取得後
は51aで伊賀市の下限面積を満たしております。農作業歴は20年で本人が常時従事され
ています。農機具はトラクター、耕耘機を各１台所有し、田植機、コンバインをリースされて
おり、水稲を耕作されます。申請地は自宅から少し距離がありますが、今回の申請地に隣
接する住宅を譲受人の兄弟が購入したことから、そこを拠点に農業をされますので取得
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。

次に議事録署名者の指名を行いたいと存じます。７番の藤室委員、10番の森中委員にお
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」、
報告第２号「使用貸借契約の解約による通知について」、は何れも報告案件ですので一
括して報告いたします。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38件、筆数は田45筆、畑１筆面積は合計66,266
㎡についての通知がありましたので報告いたします。
続きまして報告第2号　使用貸借契約の解約による通知についてご説明します。
　無償の貸し借りである使用貸借の合意解約がなされ、報告件数176件、筆数は田366
筆、畑２筆の合計368筆、面積は合計283,813㎡についての通知がありましたので報告い
たします。
　なお、議案第６号と関連しますが、諏訪地区の解約につきましては、同地区において農
地中間管理機構関連農地整備事業に伴う圃場整備事業を実施するにあたり、対象となる
圃場の利用権設定を一旦解約し、再設定を行う必要があることから、それに伴う解約の申
請となります。

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№１～７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15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15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10月8日

本庁　２階　202・203会議室 13:30～14：40

第15回　伊賀市農業委員会総会
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№７　丸柱地区、所在地は音羽の田７筆、畑３筆、面積は合計7,089㎡、譲渡人は四日市
市の〇〇〇〇さん、譲受人は鈴鹿市の〇〇〇〇さんです。譲受人の伊賀市の耕作面積
がなかったため、去る10月１日に新規営農面談を行いました。取得後は71aとなり、伊賀
市の下限面積を満たしております。本人が地元の中山間地域等直接支払制度の集落協
定に参加し農業を行う予定で、農業は初めてですが、譲渡人の親戚の方から農業を教え
ていただきながら、本人及び妻が常時従事し、農機具は中山間の組織の田植機、トラク
ター、コンバインをリースする予定であり、許可後は水稲、野菜を耕作する予定で、新規
営農面談においても適正な計画と認められたところです。近隣の空き家を購入し居住す
る予定であり、取得後も引き続き効率よく活用できると判断します。

№２　壬生野地区、所在地は山畑の田２筆、面積は合計2,438㎡、譲渡人は山畑の〇〇
〇〇さん、譲受人は川東の〇〇〇〇さんです。譲受人の耕作面積は4,899a、№２・№３を
取得後は4,924aで伊賀市の下限面積を満たしております。譲受人である〇〇〇〇は、総
議決権の２分の１以上を占める構成員が農業常時従事者であり、総役員数の過半の者が
年間150日以上従事し、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。農機具は田植機、コンバインを各１台、トラクターを９
台、マニアスプレッタ―を３台所有されており、牧草を作付けされます。申請地は譲受人
が管理する豚舎に近接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。

№３　壬生野地区、所在地は山畑の畑１筆、面積は59㎡、譲渡人は山畑の〇〇〇〇さ
ん、譲受人は川東の〇〇〇〇さんです。譲受人の耕作面積は4,899a、№２・№３を取得
後は4,924aで伊賀市の下限面積を満たしております。譲受人である〇〇〇〇は、構総議
決権２分の１以上を占める構成員が農業常時従事者であり、総役員数の過半の者が年間
150日以上従事し、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。農機具は田植機、コンバインを各１台、トラクターを９台、
マニアスプレッタ―を３台所有されており、牧草を作付けされます。申請地は譲受人が管
理する豚舎に近接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。

№４　長田地区、所在地は長田の田１筆、面積は819㎡、譲渡人は長田の〇〇〇〇さん、
譲受人は長田の〇〇〇〇さんです。譲受人の耕作面積は27a、取得後は35aで伊賀市の
下限面積を満たしております。農作業歴は15年で本人及び妻が常時従事されています。
農機具はトラクターを1台、耕耘機を２台所有されており、取得後は水稲を耕作されます。
申請地は自宅から30ｍと近隣であり、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。

№５　花垣地区、所在地は予野の田１筆、面積は2,893㎡、譲渡人は予野の〇〇〇〇さ
ん、譲受人は予野の〇〇〇〇さんです。譲受人の耕作面積は1,440aであり、取得後
1,469aとなり伊賀市の下限面積を満たしております。構成員4人中2人が年間150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、耕耘機を各２台所有しており、取得後は
桑を植える予定です。拠点となる事務所から約700ｍであり、周辺の農地を管理しているこ
とから、取得後も引き続き効率よく活用できると認められます。周辺地域の農業に対して
支障はありません。なお、申請農地にかかる借受人はおりません。

№６　河合地区、所在地は川合の田２筆、畑３筆、面積は合計5,377㎡、譲渡人は兵庫県
尼崎市の〇〇〇〇さん、譲受人は川合の〇〇〇〇さんです。譲受人の耕作面積は115a
であり、取得後は169a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30年
で、本人及び妻、子が常時従事し、農機具は田植機、トラクター、コンバインを各1台所有
し、許可後は水稲、野菜を耕作する予定です。取得する農地は自宅から１㎞圏内であり
近隣であることから、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。
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議案第１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）

全員賛成ですので、議案第１号№１～７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№８～14について、事務局より議案の朗読と説明を求めます。

№8　依那古地区、所在地は森寺の田１筆、面積は466㎡、譲渡人は森寺の〇〇〇〇さ
ん、譲受人は森寺の〇〇〇〇さんです。譲受人の耕作面積は12aで取得後は16a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、妻、長男、次男、次男の妻が
それぞれ1年、で常時従事されています。農機具は草刈り機を１台所有されております。
取得後は果樹を耕作する予定です。申請地は自宅から160ｍ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。

№9　猪田地区、所在地は猪田の畑１筆、面積は2551㎡、譲渡人は大阪府豊中市の〇〇
〇〇さん、譲受人は西高倉の〇〇〇〇です。譲受人の耕作面積は2,366aで取得後は
2,392a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25年、で常時
従事されています。農機具はプラウ１台、草刈機１台、トラクター4台を所有されておりま
す。取得後は牧草を耕作する予定です。申請地は法人事務所から8kｍ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。

№６について説明します。９月27日に現地立会を行いました。譲受人が既に耕作している
農地の取得であり問題はありません。

№６について説明します。９月27日に現地立会を行いました空き家バンクで取得する物件
に併せた農地の取得で、譲受人は農地がついた物件を探していた。本人は農作業経験
はないが、地元の中山間地域の組織に加入し、農業を行うことを確認した。10月１日の新
規営農面談では中山間地域組織の将来的に核となるようお願いをし、本人の意思も確認
できたので問題はありません。

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１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。

只今の説明に関連して壬生野地区担当委員、長田地区担当委員、花垣地区担当委員、
河合・丸柱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について説明します。９月29日に現地立会を行いました。譲受人の弟が近くの民家を
購入し、その民家を拠点にするということで問題はありません。

№２、３については譲受人が同じであるので併せて説明します。９月29日に現地立会を行
いました。山間部で耕作することが困難な農地を取得し牧草を作るということで問題はあり
ません。

№４について説明します。９月28日に現地立会を行いました。譲受人の自宅裏の農地で、
割田になっている田を譲受人が耕作しており、取得する田を経由しないと農業用機械が
入れないことから問題はございません。

№５について説明します。９月27日に現地立会を行いました。隣接する土地を譲受人が
耕作しており、効率的に管理できることから問題はありません。
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№９について説明します。９月29日に現地立会を行いました。譲受人が近隣の農地を耕
作しており、牧草を作付けするということで問題はありません。

№10について説明します。９月29日に現地立会を行いました。譲受人は四日市市在住で
あるが、近隣の実家へ定期的に帰ってきて作業を行うということで問題はありません。

№11について説明します。９月29日に現地立会を行いました。譲受人の妻の実家が山出
で近隣の農地で里芋を栽培しておりそれを拡張したいという計画であることから問題はあ
りません。

№12について説明します。９月29日に現地立会を行いました。譲受人が既に耕作してい
る農地の取得であり問題はありません。

№13について説明します。９月30日に現地立会を行いました。譲受人は近くに自宅があ
り、効率的に農地を管理できることから問題はありません。

№11　猪田地区、所在地は山出の畑１筆、面積は832㎡、譲渡人は山出の〇〇〇〇さ
ん、譲受人はゆめが丘の〇〇〇〇さんです。譲受人の耕作面積は3aで取得後は11a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8年、父が30年、母が30
年、妻が５年で常時従事されています。農機具は耕運機、草刈機、トラクターを各１台所
有されております。取得後は野菜を耕作する予定です。申請地は自宅から２kｍ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。

№12　猪田地区、所在地は山出の畑１筆、面積は209㎡、譲渡人は山出の〇〇〇〇さ
ん、譲受人は山出の〇〇〇〇さんです。譲受人の耕作面積は26aで取得後は28a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15年、妻が20年で常時従事
されています。農機具は耕運機、草刈機、トラクターを各１台所有されております。取得後
は野菜を耕作する予定です。申請地は自宅から２ｍ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。

№13　山田地区、所在地は中村の畑１筆、面積は92㎡、譲渡人は中村の〇〇〇〇さん、
譲受人は中村の〇〇〇〇さんです。譲受人の耕作面積は59aで取得後は60a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40年、で常時従事されていま
す。農機具は田植機、軽トラック、トラクター、コンバイン各１台を所有されております。取
得後は野菜を耕作する予定です。申請地は自宅から20ｍ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。

№14　阿保地区、所在地は阿保の田１筆、畑１筆、面積は田畑合せて304㎡、譲渡人は
奈良県北葛城郡上牧町の〇〇〇〇さん、譲受人は大阪市東住吉区の〇〇〇〇さんで
す。空き家バンク制度により1,000㎡以下の農地を取得するもので、伊賀市の下限面積を
満たしております。農作業歴はありませんが、取得する家屋から徒歩５分にある農地で自
家消費する野菜や柿を栽培する予定です。農機具は耕耘機、草刈機等を必要に応じて
今後購入する予定で、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。

只今の説明に関連して依那古地区担当委員、猪田地区担当委員、山田地区担当委員、
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。

№８について説明します。９月29日に現地立会を行いました。現状は荒れた状態であるが
譲受人がそばを作付けする予定であり問題はありません。

№10　猪田地区、所在地は上之庄の田１筆、面積は合計1041㎡、譲渡人は上之庄の〇
〇〇〇さん、譲受人は四日市市の〇〇〇〇さんです。譲受人の耕作面積は12６aで取得
後は136a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、妻がそれぞ
れ１0年、で常時従事されています。農機具はコンバイン、田植機、トラクター、乾燥機を各
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。申請地は上之庄の
自宅から１時間であり、毎週土日に帰宅している実家から300ｍ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。
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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２号№１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２号№１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。

全員賛成ですので、議案第１号№８～14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について、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２筆、面積は合計2,672㎡、隣接地と同じ高さまで嵩
上げし、農地として一体的に管理するための一時転用の申請です。申請人は〇〇〇〇
です。申請地は、白樫公民館から南東へ約400ｍに位置し、農用地区域内農地でありま
すが、申請地を一時的な利用に供するためのものであり、当該利用の目的を達するうえ
で当該農地を利用する必要があることから問題はございません。申請地を含めて周囲の
農地と一体的に利用することから、今回の転用はやむをえないものと考えられます。工事
計画は許可日より３年の計画です。取水はなく排水は雨水のみで自然浸透の計画です。
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。

只今の説明に関連して花垣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について説明します。９月27日に現地立会を行いました。隣地が譲受人の所有する
土地で同じ高さにし効率的に農地を管理したい旨の一時転用の申請。白樫の推進委員
を含め正しい土砂を入れるよう指摘し、申請者もこれに従うことを確認できたので問題はあ
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。

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№８～14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№８～14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）

№14について説明します。９月28日に現地立会を行いました。空き家バンク制度による購
入予定の自宅近隣の小規模な農地の取得であり問題はありません。



事務局

事務局

事務局

事務局

№２　新居地区、所在地は東高倉の畑１筆、面積は565㎡、譲渡人は東高倉の〇〇〇〇
さん、譲受人は大阪市中央区の〇〇〇〇さんです。転用しようとする地目は雑種地で
す。施設の概要は、太陽光発電施設として利用するものです。申請地は伊賀市立上野北
小学校から北へ約900ｍに位置し、周囲を宅地と雑種地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。申請地は長年耕作放棄地となっており、隣接する山林を伐
採して一体利用し太陽光発電施設として管理していくとのことで、今回の転用はやむをえ
ないと判断します。工事計画は許可日より５か月間の計画です。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の計画です。太陽光パネルを168枚設置し、
設置割合は40％を超えております。なお、今回の太陽光発電施設については、フィット法
によらない太陽光発電施設になっており、経産省で電気小売事業登録を受けた事業者と
譲受人の間で電気売買契約がされており、さらに小売事業者と中部電力間で再生可能
エネルギー取引契約がなされています。伊賀市においてフィット法によらない申請は初め
てとなりますが、手続きについては県にも確認済みで問題ありません。また区や隣接する
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。

№３　三田地区、所在地は野間の田１筆、面積は1,074㎡、譲渡人は東高倉の〇〇〇〇さ
ん、譲受人は大阪市中央区の〇〇〇〇さんです。転用しようとする地目は雑種地です。
施設の概要は、太陽光発電施設として利用するものです。申請地は伊賀鉄道新居駅から
北東に約300ｍ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
ていることから第３種農地と判断します。工事計画は許可日より５か月間の計画です。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の計画です。太陽光パネ
ルを174枚設置し、設置割合は40％を超えております。本申請についてもフィット法によら
ない太陽光発電施設になっており、経産省で電気小売事業登録を受けた事業者と譲受
人の間で電気売買契約がされており、さらに小売事業者と中部電力間で再生可能エネル
ギー取引契約がなされています。区や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。

№４　三田地区、所在地は野間の田１筆、面積は1,018㎡、譲渡人は野間の〇〇〇〇さ
ん、譲受人は大阪市中央区の〇〇〇〇さんです。転用しようとする地目は雑種地です。
施設の概要は、太陽光発電施設として利用するものです。申請地は伊賀鉄道新居駅から
北東に約300ｍ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
ていることから第３種農地と判断します。工事計画は許可日より５か月間の計画です。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の計画です。太陽光パネ
ルを174枚設置し、設置割合は40％を超えております。本申請についてもフィット法によら
ない太陽光発電施設になっており、経産省で電気小売事業登録を受けた事業者と譲受
人の間で電気売買契約がされており、さらに小売事業者と中部電力間で再生可能エネル
ギー取引契約がなされています。区や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。

№１　新居地区、所在地は東高倉の畑１筆、面積は424㎡、転用しようとする地目は宅地
です。譲渡人は東高倉の〇〇〇〇さん、譲受人は服部町の〇〇〇〇さんです。施設の
概要は、居宅１棟の新築及び駐車場、進入路として利用する計画です。申請地は、JR伊
賀上野駅から北西へ約400ｍ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ことから第３種農地と判断します。申請地は住宅地の真ん中で１筆だ
け農地として残っており、住宅を建てるために土地を探していた譲受人と話がまとまったこ
とから、今回の転用はやむをえないものと考えられます。工事計画は許可日より令和４年
２月末までの計画です。取水は南側道路埋設管より引き込み、汚水排水は敷地内に合併
浄化槽を設置し既設排水管路へ接続します。雨水は敷地内で集水し南側の既設側溝へ
放流する計画です。区や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。



事務局

事務局

議長

前田委員

前田委員

前田委員

森中委員

議長

一同 意見なし。

只今の説明に関連して、新居・三田地区担当委員、古山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について説明します。９月28日に現地立会を行いました。現在何も作っていない農地
であり、自宅を建設し土地を有効利用する観点から問題はありません。

№２について説明します。９月28日に現地立会を行いました。譲渡人は高齢で現在も管
理ができていない状態の土地であり、太陽光発電施設として管理することはやむを得ない
と判断しました。

№３～６については、譲受人が同様であり、且つ近隣の土地の太陽光発電施設の申請で
あることから併せて説明します。９月28日に現地立会を行いました。４件ともに譲渡人が高
齢化で耕作できない土地に太陽光発電施設を建設し管理することはやむを得ないと判断
しました。

№７について説明します。９月27日に現地立会を行いました。現在休耕となっている古山
界外の一番奥の土地であり、駐車場及び資材置場にする計画で問題はありません。

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。

№５　三田地区、所在地は野間の田１筆、面積は991㎡、譲渡人は東高倉の〇〇〇〇さ
ん、譲受人は大阪市中央区の〇〇〇〇さんです。転用しようとする地目は雑種地です。
施設の概要は、太陽光発電施設として利用するものです。申請地は伊賀鉄道新居駅から
北東に約300ｍ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
ていることから第３種農地と判断します。工事計画は許可日より５か月間の計画です。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の計画です。太陽光パネ
ルを174枚設置し、設置割合は40％を超えております。本申請についてもフィット法によら
ない太陽光発電施設になっており、経産省で電気小売事業登録を受けた事業者と譲受
人の間で電気売買契約がされており、さらに小売事業者と中部電力間で再生可能エネル
ギー取引契約がなされています。区や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。

№６　三田地区、所在地は野間の田１筆、面積は991㎡、譲渡人は東高倉の〇〇〇〇さ
ん、譲受人は大阪市中央区の〇〇〇〇さんです。転用しようとする地目は雑種地です。
施設の概要は、太陽光発電施設として利用するものです。申請地は伊賀鉄道新居駅から
北東に約300ｍ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
ていることから第３種農地と判断します。工事計画は許可日より５か月間の計画です。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の計画です。太陽光パネ
ルを168枚設置し、設置割合は40％を超えております。本申請についてもフィット法によら
ない太陽光発電施設になっており、経産省で電気小売事業登録を受けた事業者と譲受
人の間で電気売買契約がされており、さらに小売事業者と中部電力間で再生可能エネル
ギー取引契約がなされています。区や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。

№７　古山地区、所在地は古山界外の田２筆、面積は合計659㎡、譲受人は上神戸の〇
〇〇〇さん、譲渡人は古山界外の〇〇〇〇さん他1名です。転用しようとする地目は雑種
地です。施設の概要は、会社の作業用車両６台分及び資材置場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350ｍに位置し、周囲を宅地や山林等で囲まれて
おり基盤整備されていない狭小な農地であることから、第２種農地と判断します。申請地
は譲受人の管理する土地の近隣であり、現在も休耕地であることから、転用はやむをえな
いものと考えられます。工事計画は許可日より２カ月間の計画です。土地造成は20～30
㎝程度盛土の上整地し、取水はなく排水は雨水のみで自然浸透及び既設水路へ放流す
る計画です。区や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。



議長

一同

議長

一同

議長

事務局

事務局

事務局

№８　玉滝地区、所在地は内保の田１筆、畑１筆、面積は合計275㎡、転用しようとする地
目は雑種地です。譲受人は京都府京都市上京区の〇〇〇〇さん、譲渡人は滋賀県甲
賀市の〇〇〇〇さんです。施設の概要は、茶の教室に参加する方の駐車場及び庭とし
て利用する計画です。申請地は、玉滝郵便局から北へ約900ｍに位置し、10ha未満の小
規模集団に属する基盤整備のされていない農地の第２種農地と判断します。申請地は長
年休耕地となっており、お茶の教室の会場に隣接する土地を駐車場及び庭として利用す
ることで、今回の転用はやむをえないものと考えられます。工事計画は許可日より令和3
年12月20日までの計画です。取水はなく排水は雨水のみで自然浸透の計画です。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。

№９　玉滝地区、所在地は玉瀧の田１筆、面積は568㎡、譲受人は円徳院の〇〇〇〇さ
ん、譲渡人は玉瀧の〇〇〇〇です。転用しようとする地目は雑種地です。施設の概要
は、建設業用の資材置場として利用するものです。申請地は玉滝浄水場から西へ約800
ｍに位置し、周囲を宅地や山林等で囲まれており基盤整備されていない狭小な農地であ
ることから、第２種農地と判断します。申請地は譲受人の管理する土地に隣接しており、
現在も休耕地であることから、転用はやむをえないものと考えられます。工事計画は許可
日より令和３年12月末までの計画です。土地造成は整地のみで、取水はなく排水は雨水
のみで既設水路へ放流する計画です。区や水利組合、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。

№10　依那古地区、所在地は森寺の田１筆、面積は442㎡、転用しようとする地目は宅地
です。譲渡人は森寺の〇〇〇〇さん、譲受人は四十九町の〇〇〇〇さんです。施設の
概要は宅地・駐車場として利用するものです。申請地は、近鉄依那古駅から南西へ約
1.2kｍにあり、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
の農地であり、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。
当該農地は、宅地・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。取水は上水道、排水については、雨水は北側の既設水路
へ、汚水・雑排水は農業集落排水へ接続し放流いたします。全体面積に対し、建築面積
は77.84㎡となっており、建ぺい率は24％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。工事期間は許可日から令和４年２月28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。

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。

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）

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３号№８～12について、事務局より議案の朗読と説明を求めます。



事務局

事務局

議長

吉岡会長

吉岡会長

藤室委員

藤室委員

森下委員

議長

西田委員

事務局

一同

議長

一同

議長

一同 （挙手）

№11は3年更新ということか？

農振農用地区域内での一時転用であるので最大3年間である。

他に意見なし。

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№８～12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３号№８～12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。

№８について説明します。９月27日に現地立会を行いました。現在茶の教室をしている古
民家に隣接する土地を駐車場に転用する計画であり問題はありません。

№９について説明します。９月27日に現地立会を行いました。40年前から陶器を焼いてい
る作業場の隣接地を資材置場にする計画であり問題はありません。

№10について説明します。９月29日に現地立会を行いました。農地法第3条の譲受人と
同じ方の取得及び転用であり問題はありません。

№11について説明します。９月29日に現地立会を行いました。上野南中学校のスクール
バスの臨時駐車場で、農振農用地内で３年間は隣の土地を使用しており、更新と同時に
3年間移転する計画であり問題はありません。

№12について説明します。９月30日に現地立会を行いました。譲受人の自宅裏側に駐車
場を整備する計画であり問題はありません。

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。

№11　依那古地区、所在地は森寺の田3筆、面積は合計779㎡を期間３年間の賃貸借に
より借り受け、駐車場用地として一時転用したい旨の申請です。賃貸人は森寺の〇〇〇
〇、賃借人は西明寺の〇〇〇〇さんです。申請地は、依那古駅から南西へ約1.5ｋｍに
位置する農振農用地に該当します。申請法人〇〇〇〇は、平成２７年に設立された法人
で、伊賀地域を中心に運輸業を行っております。現在、使用している借地が一時転用３
年経過を迎えるため、新たに申請します。復元する旨の記述書もあるため原形復旧は確
実です。伊賀市立南中学校のスクールバスの運行を行っているが、バス運行による一般
車への交通障害の防止と生徒送迎を円滑に行うため、学校近くの当申請地において、送
迎バスの駐車場が必要となったための一時転用です。取水はなく、排水は雨水のみで、
東側の既設水路へ放流する計画です。資金計画については、自己資金にて行う計画と
なっており、全体事業費を上回る銀行の残高証明書が添付されています。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、農地転用につ
いては特に問題ないものと判断しております。

№12　阿波地区、所在地は下阿波の畑3筆、面積は合計323㎡、転用しようとする地目は
雑種地です。譲渡人は下阿波の〇〇〇〇さん、譲受人は下阿波の〇〇〇〇さんです。
施設の概要は、庭と駐車場です。申請地は、阿波地区市民センターから西に約１.2ｋｍに
位置し、農業機械の道路横断が容易でなく、農作業に支障のある道路で分断されてお
り、10ha未満の小規模な農地集団に属する基盤整備されていない農地であるため、２種
農地として判断します。当該農地は他に適した土地が無く、庭・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、自然浸透となります。該当地の2216番の一部については、現在、隣に
居住する〇〇〇〇氏が使用していることから隣接地権関係者からの合意書も提出されて
います。以上のような内容であり、区、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。

只今の説明に関連して、玉滝地区担当委員、依那古地区担当委員、阿波地区担当委員
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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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。

只今の説明に関連して花垣地区担当委員、山田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、２については、近隣の土地で譲受人が同じであるので併せて説明します。対象とな
る土地は現地に直径20㎝以上の杉、ヒノキ、雑木が生育しており、山林として問題はあり
ません。

№３について説明します。９月30日に現地立会を行いました。平成９年に既に倉庫が建っ
ており問題はありません。

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№８～12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　花垣地区、所在地は予野の畑２筆、面積は合計1,085㎡、地目は山林です。願出人
は平野見能の〇〇〇〇さんです。場所は、花垣地区市民センターから北西に約300ｍに
位置する土地で、周囲の状況から、周囲を山林等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。当該農地は、昭和50年代に雑木を植林されており、当該地を農
地に戻すことは困難で、非農地として問題はないと判断します。

№２　花垣地区、所在地は予野の田１筆、畑５筆、面積は合計3,618㎡、現況地目は山林
です。願出者は予野の〇〇〇〇さんです。場所は、花垣地区市民センターから北西に約
300ｍに位置する土地で、周囲の状況から、周囲を山林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。当該農地は、20年以上前に雑木を植樹されており、当該地
を農地に戻すことは困難で、非農地として問題はないと判断します。

№3　山田地区、所在地は炊村の畑２筆、面積は合計752㎡、現況は宅地です。願出人は
炊村の〇〇〇〇さんです。土地の所在は、炊村集落センターから北西約1.5ｋｍ以内に
位置し、10a以上の規模の一団農地の区域内にある、農地であることから、第１種農地と
判断します。
当該農地は、平成９年頃に倉庫が建築され、宅地として利用されてきたそうです。利用者
は〇〇〇〇です。家屋登記事項証明書にも平成９年から倉庫として表記されていることも
確認しております。現地調査を行ったところ、現在も倉庫が建ち、今後も引き続き利用す
るとのことで、農地に戻すことも困難であり、非農地として問題ないと確認できました。
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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121件、再設定2件で、田323筆、
畑８筆、雑種地１筆で合計332筆。計画面積は合計285,078㎡です。

（利用権全体説明）

　報告第1号並びに報告第2号でも報告しました諏訪地区における中間管理機構を通じ
た利用権設定でございますが、農地中間管理機構関連農地整備事業に伴う圃場整備事
業を実施するにあたり、地元の営農組合である農事組合法人諏訪と16年間新規で利用
権設定をすることが補助事業の採択要件となっており、今回それに伴う利用権設定を提
出するものです。計画の概要は、水田20.4ha、畑0.5ha、道路2.4ha、水路1.9haを令和4年
度から令和９年度にかけて整備するものです。

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。
　以上が農地利用集積計画の説明となります。

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

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、№2は、競売物件が同一のものであり２名の願出者から証明発行願いが提出されて
いるため纏めて説明いたします。
　久米地区、所在地は四十九町の田３筆、面積は合計4,210㎡。願出人は№１が服部町
の〇〇〇〇さん№２が下友生の〇〇〇〇さんです。当該農地は、四十九町地内のほ場
整備された農振農用地区域内農地で、現況は、ビニールハウスの残骸やユニットハウス
などが放置された休耕田で、このたび津地方裁判所伊賀支部で競売となり期間入札が行
われるものです。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。農振農用地内農地で転用不可のため今回の期
間入札参加のための農地法第３条の買受適格証明願が提出されました。入札期間は令
和３年11月５日午前９時から令和３年11月12日午後５時までです。開札期日は令和３年
11月17日の午前10時です。№１の願出人の耕作面積は684aで取得後の耕作面積は
726a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３年農業に従事し
ており問題ありません。農機具は、トラクター、コンバイン、田植機、乾燥機をそれぞれ1台
所有しています。申請地は自宅から５kmと通作についても問題なく、取得後は水稲を作
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。№２の願出人の耕作面積は
22aで取得後の耕作面積は65a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35年農業に従事しており問題ありません。農機具は、田植機、耕耘機をそれぞ
れ1台所有しています。申請地は自宅から700ｍと通作についても問題なく、取得後は水
稲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。
№１、№２の願出人とも下限面積に問題なく市内で農業従事しており買受適格証明の発
行について問題ないものと判断いたします。
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吉岡　康夫

議事録署名者

藤室　明夫

議事録署名者

森中　祐作

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15回総会を閉会い
たします。

　　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3年11月12日

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。


