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№１　柘植地区、所在地は柘植町の田２筆、面積は合計551㎡、譲渡人は茨城県取手
市の〇〇〇〇さん、譲受人は柘植町の〇〇〇〇さんです。譲受人の耕作面積は45aで
許可後は50a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38
年、父と母が60年、妻が30年で常時従事されています。農機具はトラクター、田植え
機、コンバインをそれぞれ１台所有されており、以前から野菜を耕作されております。現
地は自宅から約500ｍで徒歩約５分と近隣であり、取得後も引き続き効率よく活用できる
と認められます。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。

議　　　　事

次に議事録署名者の指名を行いたいと存じます。20番の森本委員と21番の中井委員
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。なお、本総会開催にあたっては、
丸柱地区農地利用最適化推進委員の福永委員に出席を求め、出席いただいておりま
すことをあらかじめご報告申し上げます。

定刻になりましたので、只今から伊賀市農業委員会平成30年度第21回農業委員会総
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。

それでは只今より議事に入ります。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」、並びに報告第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。

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。

13：30～16：00

異議なし

第21回　伊賀市農業委員会総会

平成31年2月8日
本庁　４階　４０６会議室

本日、福地委員、宮崎委員より欠席の旨、連絡がありましたので、ご報告いたします。現
在出席委員は24名中22名で、農業委員会等に関する法律第27条の規定による成立要
件の過半数に達しておりますので、総会は成立しております。

ご発言が無いようです。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」、
並びに報告第２号「使用貸借契約の解約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。
議案書第１号№１について事務局より議案の朗読と説明を求めます。

（計23名）

異議なし。

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２件、筆数は田のみの３
筆、合計2,312㎡についての通知がありましたので報告いたします。

1月25日に現地立会いをしました。事務局からの説明どおりであり、〇〇さんは伊賀市
の家や土地を売り払って茨木市に移り住むために、近隣で農地を管理してくれていた
方に農地を譲り渡されます。特に問題ありません。

賃貸借の合意解約がなされ、報告件数17件、筆数は田のみの28筆、面積は合計
34,500㎡について通知がありましたので報告いたします。

只今の説明に関連して、柘植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。

以上について、何かご発言はございませんか。

問題なしとのことです。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。
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全員賛成ですので、議案第１号№３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№４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。

問題なしとのことです。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

№４　壬生野地区、所在地は川東の田１筆、面積は2,876㎡、譲渡人は川東の〇〇〇
〇さん、譲受人は川東の〇〇〇〇農事組合法人 代表理事〇〇〇〇さんです。譲受人
の耕作面積は5,333aで許可後は5,362aとなり、伊賀市の下限面積を満たしております。
役員は３名で従事日数は年間250日です。常時従事者は８名で年間250日作業に従事
しており、農地所有適格化法人と認められます。農機具はトラクター８台、田植え機、コ
ンバインをそれぞれ１台所有されており、以前より水稲を耕作されております。現地は法
人拠点から約４ｋｍで車で約７分と近隣であり、取得後も引き続き効率よく活用できると
認められます。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。

異議なし。

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№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。

只今の説明に関連して、柘植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。

全員賛成ですので、議案第１号№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１号№３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。

全員賛成ですので、議案第１号№１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№２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。

（挙手）

1月25日に現地立会いをしました。№１と№２同様で、以前から耕作をしてくれていた方
に農地を譲るとのことで、特に問題ありません。

1月25日に現地立会いをしました。以前から賃貸借の契約し、耕作をしてくれていた方
に農地を譲るとのことで、特に問題ありません。

異議なし。

№３　柘植地区、所在地は柘植町の田１筆、面積は288㎡、譲渡人は茨城県取手市の
〇〇〇〇さん、譲受人は柘植町の〇〇〇〇さんです。譲受人の耕作面積は216aで許
可後は219a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30年で
常時従事されています。農機具はトラクター、田植え機、コンバインをそれぞれ１台所有
されており、以前から水稲を耕作されております。現地は自宅から約30ｍで徒歩約１分
と近隣であり、取得後も引き続き効率よく活用できると認められます。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。

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№２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。

問題なしとのことです。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

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）

只今の説明に関連して、柘植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。

（挙手）

№２　柘植地区、所在地は柘植町の田２筆と畑１筆の合計３筆、面積は合計2,150㎡、
譲渡人は茨城県取手市の〇〇〇〇さん、譲受人は柘植町の〇〇〇〇さんです。譲受
人の耕作面積は380aで許可後は401a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、長男12年で常時従事されています。農機具は田植え機を１
台、トラクター、コンバインをそれぞれ２台所有されており、野菜を耕作される予定です。
現地は自宅に隣接しており、取得後も引き続き効率よく活用できると認められます。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。
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申請は７筆となっていますが、現状は１枚の畑となってます。以前から耕作放棄地となっ
ており荒れていました。山林に囲まれ日照条件があまり良くないため、自然薯を栽培す
るとのことです。

問題なしとのことです。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

異議なし。

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№５について
は、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。

只今の説明に関連して、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。

（挙手）

１月29日に現地立会いをしました。周囲の農地のほどんどを〇〇〇〇が耕作しており、
この農地だけ賃貸借での契約で耕作されていました。今後も耕作されるので特に問題
ありません。

全員賛成ですので、議案第１号№４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№５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。

申請地は地目は田となっていますが、実際は小さくて三角形の畑となっています。〇〇
さんが県外へ移住するため、〇〇さんが畑として管理していくことになり、贈与されると
いうことで何ら問題ありません。

全員賛成ですので、議案第１号№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。

No.５　山田地区、所在地は真泥の田１筆、面積は46㎡、譲渡人は大阪市東住吉区の
〇〇〇〇さん、譲受人は真泥の〇〇〇〇さんで、贈与による所有権移転です。譲受人
の耕作面積は227aで許可後228a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年で常時従事されています。農機具は農事生産組合から必要に応じて
トラクター、田植え機をリースされており、野菜を耕作する予定です。申請地は自宅から
100mで徒歩約１分の、自己所有農地に隣接しており、取得後も引き続き効率よく活用
できると認められます。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。

只今の説明に関連して、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。

異議なし。

問題なしとのことです。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

（挙手）

只今の説明に関連して、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。

№６　山田地区、所在地は甲野の畑７筆、面積は合計1,266.61㎡、譲渡人は甲野の〇
〇〇〇さん、譲受人は甲野の〇〇〇〇さんです。譲受人の耕作面積は２aで許可後14a
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１年で常時従事され
ています。農機具は耕耘機を２台所有されており、野菜を耕作される予定です。申請地
は自宅から300mで徒歩約３分と近隣であり、取得後も引き続き効率よく活用できると認
められます。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。

（挙手）

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№４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。

問題なしとのことです。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

異議なし。

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。

全員賛成ですので、議案第１号№６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№７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。
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１月30日に現地を確認しました。譲渡人と譲受人が親戚関係であることから、農地を管
理してもらうため譲りたいのと話から、贈与することとなりました。特に問題ありません。

異議なし。

只今の説明に関連して、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。

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№７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。

只今の説明に関連して、中瀬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。

（挙手）

全員賛成ですので、議案第１号№８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№９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。

（挙手）

№７　中瀬地区、所在地は寺田の田２筆、面積は合計2,326㎡、譲渡人は寺田の〇〇
〇〇さん、譲受人は寺田の〇〇〇〇さんです。譲受人の耕作面積は44aで許可後67a
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、子が親戚の手
伝いなどでの作業歴が12年です。本人は高齢であり今後は子に耕作を委ねていくそう
です。子も親戚の方に耕作を教わり本格的に従事するとのことです。農機具は田植え
機、トラクター、コンバインを今後リースにより確保し、水稲を耕作される予定です。申請
地は自宅からそれぞれ１ｋm以内で車で約２分と近隣であり、取得後も引き続き効率よく
活用できると認められます。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。

只今の説明に関連して、鞆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。

譲受人は高齢であるため、いずれは子どもを主として耕作していってもらうそうです。現
在、子は会社員であり耕作には今までかかわりが少なかったが、親戚から農機具等を
リースし本格的に農業を始めるそうです。今後、近隣の農業者等で、現場のフォローを
し、問題の無いよう見守っていこうと思います。

問題なしとのことです。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

№８　鞆田地区、所在地は西湯舟の畑１筆、面積は327㎡、譲渡人は西明寺の〇〇〇
〇さん、及び緑ヶ丘本町の〇〇〇〇さん、持分は1/2ずつ、譲受人は西湯舟の〇〇〇
〇さんです。譲受人の耕作面積は現在24a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。常時従事者は農作業歴22年の譲受人本人と農作業
歴18年の妻が農業に従事されます。野菜を耕作される予定で、農機具は田植機・トラク
ター・コンバインを各１台所有されております。申請地は自宅から車で５分と近隣にあり、
取得後も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。また、申請地にかかる借受人はおりません。

異議なし。

№９　丸柱地区、所在地は丸柱の田10筆・畑２筆の計12筆、面積は合計3136.04㎡、譲
渡人は大阪府茨木市の〇〇〇〇さん、譲受人は大分県宇佐市の〇〇〇〇さんです。
譲受人の耕作面積は現在０aで、取得後の耕作面積は31aとなりますが、空き家バンク
制度による売買のため、下限面積１㎡以上であれば第３条許可要件を満たしており、ま
た、２月１日に新規営農にかかる面接を実施し、承認を得られました。常時従事者は譲
受人本人で、水稲と野菜を耕作される予定です。申請地は自宅から１分から３分と近隣
にあり、取得後も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。また、申請地にかかる借受人はおりません。

全員賛成ですので、議案第１号№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。

問題なしとのことです。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

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。
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福永推進委員

議長

西田委員

事務局

北出委員

事務局

議長

一同

議長

一同

議長

事務局

議長

木津委員

議長

森田安委員

事務局

西田委員

事務局

議長

一同

議長

一同

議長

事務局

全員賛成ですので、議案第１号№９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№10について事務局より議案の朗読と説明を求めます。

問題なしとのことです。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

１月30日に現地を確認いたしました結果、こちらに住まわれ農地を管理されるとのことか
ら、問題ないと判断いたしました。

異議なし。

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№９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。

他にございませんか。

ご意見が無いようですので、質疑を終決し、採決いたします。議案第１号№10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）

（挙手）

譲受人は幾つの方ですか。また、農業経験はありますか。

№10　長田地区、所在地は長田の田５筆・畑５筆の計10筆、面積は合計10,566㎡、譲
渡人は中友生の〇〇〇〇さん、譲受人は奈良市の〇〇〇〇さんです。譲受人の耕作
面積は現在０aで、取得後の耕作面積は106aとなりますが、空き家バンク制度による売
買のため、下限面積１㎡以上であれば3条許可要件を満たしており、また、２月１日に新
規営農にかかる面接を実施し、承認を得られました。常時従事者は譲受人本人と義理
の父で、水稲と野菜を耕作される予定です。申請地は自宅から500ｍと近隣にあり、取
得後も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。また、申請地にかかる借受人はおりません。
只今の説明に関連して、長田地区担当委員の方から、現地調査の結果並びに補足説
明をお願いします。

1月29日に現地立会いしました。空き家バンクの売買であり、周辺農地への支障はない
ものと思います。この農地はすべて圃場整備された大きな区画の農地です。新規面談
の際、農業を常時従事する旨も聞いており、問題ないと思います。

問題なしとのことです。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

自宅から500ｍとなっていますが、現住所は奈良市ですが、距離に問題ないですか。

空き家バンクで購入した自宅からの距離とのことであり、一番遠いところで約500ｍの距
離があるというものです。

34歳です。農業経験のある義父と一緒に耕作をはじめ、教えてもらっていくそうです。

全員賛成ですので、議案第１号№10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№11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。

№11　長田地区、所在地は朝屋の田２筆、面積は合計3,217㎡、譲渡人は西宮市の〇
〇〇〇さん、譲受人は朝屋の〇〇〇〇さんです。譲受人の耕作面積は現在195aで、
常時従事者は農業歴30年譲受人本人です。農機具はトラクター、田植機を各１台、コン
バインを２台所有され、取得後は水稲を耕作される予定です。申請地は自宅から車で３
分と近隣にあり、農地取得後は効率よく活用できるものと考えます。周辺地域の農業に
対して支障はありません。また、申請地にかかる借受人はおりません。

譲受人の住所が現在大分県となっていますが、問題ないのでしょうか。

第３条申請の時点では、まだ伊賀市への転入届が出されていなかったためです。今
後、住民票も移し住まれるそうです。

田を沢山取得するようですが、耕作は大丈夫ですか。

譲渡人の身内の方が近所におり、耕作の指導をしてもらうとのことです。主に田にも果
樹を植えていく予定があると聞いており、問題ないと判断しております。

他にございますか。

異議なし。
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議長

木津委員

議長

一同

議長

一同

議長

事務局

議長

木津委員

議長

一同

議長

一同

議員

事務局

議長

米澤委員

議長

一同

議長

一同

議長

（挙手）

只今の説明に関連して、長田地区担当委員の方から、現地調査の結果並びに補足説
明をお願いします。

１月29日に現地立会いしました。〇〇氏がこちらで取得した農地を、地元の〇〇氏が購
入して耕作していくものです。地域として農地を集積し効率化を図るための売買であり、
また、地元推進委員からの要望もあってのことであり、特に支障はありません。

問題なしとのことです。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

ご意見が無いようですので、質疑を終決し、採決いたします。議案第１号№11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№11は原案ど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№12を議題とします。事務局より議案の朗読と説明をお願いします。

№12　花之木地区、所在地は大内の畑１筆、面積は255㎡、譲渡人は大野木の〇〇〇
〇さん、譲受人は大内の〇〇〇〇さんです。譲受人の耕作面積は現在78ａで、常時従
事者は農業歴10年の譲受人本人と義理の弟の２名です。農機具は田植機・トラクター・
コンバインを各１台所有され、取得後は野菜を耕作される予定です。申請地は自宅から
車で10分と近隣にあり、農地取得後は効率よく活用できるものと考えます。周辺地域の
農業に対して支障はありません。また、申請地にかかる借受人はおりません。

只今の説明に関連して、花之木地区担当委員の方から、現地調査の結果並びに補足
説明をお願いします。

１月29日に現地立会いをしました。譲受人が長年この農地を耕作しております。また、
譲受人所有の農地と隣接していることで、効率よく耕作を続けていくもので、何ら問題あ
りません。

これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

ご意見がないようですので、質疑を終決し、採決いたします。議案第１号№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）

全員賛成ですので、議案１号№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１号№13を議題とします。事務局から議案の朗読と説明を求めます。

№13　府中地区、所在地は坂之下の田１筆、面積は4,237㎡、譲渡人は津市の〇〇〇
〇さん、譲受人は一之宮の〇〇〇〇さんです。譲受人の耕作面積は現在120ａで、常
時従事者は農業歴15年の譲受人本人です。農機具は田植機・トラクターを各１台所
有、また、コンバインを１台リースされ、取得後は水稲を耕作される予定です。申請地は
自宅から車で5と近隣にあり、農地取得後は効率よく活用できるものと考えます。周辺地
域の農業に対して支障はありません。また、申請地にかかる借受人はおりません。

只今の説明に関連して、府中地区担当員の方から、現地調査の結果並びに補足説明
をお願いします。

この農地は圃場整備で割田となったもので、隣地の田を譲受人が耕作しており、併せて
耕作していくとのことで、特に問題はありません。

問題なしとのことです。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

ご意見がないようですので、質疑を終決し、採決いたします。議案第１号№13につい
て、原案のとおり許可することに賛成の方は挙手願います。

全員賛成ですので、議案第１号№13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№14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。

異議なし。

異議なし。

異議なし。
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事務局

議長

淺野委員

議長

西田委員

事務局

議長

一同

議長

一同

議長

事務局

議長

北出委員

議長

一同

議長

一同

議長

関係者と現地立会いをしました。現地はすでに建物が建っており、道路が狭いことから
の一部拡幅しており、顛末書を添付しての申請で、何ら問題はありません。

全員賛成ですので、議案第１号№14 は原案のとおり許可と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。

問題なしとのことです。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

№１　壬生野地区、所在地は川西の田３筆、面積は合計275㎡、転用地目は宅地及び
公衆用道路です。申請人は川西の〇〇〇〇さんです。施設の概要は、倉庫２棟の建築
及び公衆用道路です。申請地は壬生野ICから東約800ｍに位置しており、優良農地と
は分断された小規模な農地集団の一角で整備されていない農地であることから第２種
農地と認められます。昭和50年頃から倉庫２棟と庭園として利用されていたため、今回
顛末書を添付しての申請となっております。現在も申請者が倉庫として当該農地を引き
続き利用するということと、また、一部が公衆用道路と一体利用されており農地として回
復することも難しく、自宅への通行として利便性があることからそのまま公衆用道路とし
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、既設水路へ放流します。区や周辺の土地所有者
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、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。

異議なし。

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２号№２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。

そうです。夫は大工をしており、空き家バンク制度で取得した居宅を住めるように自分で
改修してから居住することになります。名張市で有機農業を勉強していて、今回農地を
取得することで、それを実践していきたいとの話がありました。

他にございませんか。

ご意見がないようですので、質疑を終決し、採決いたします。議案第１号№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　花垣地区、所在地は予野の田２筆・畑３筆の計５筆、面積は合計1,447㎡、譲渡
人はゆめが丘の〇〇〇〇さん、譲受人は大阪府富田林市の〇〇〇〇さん、及び長野
県上田市の〇〇〇〇さんで、持分はそれぞれ1/2です。譲受人の耕作面積は現在０a
で、取得後の耕作面積は14aとなりますが、空き家バング制度による売買のため、下限
面積１㎡以上であれば3条許可要件を満たしており、また、２月１日に新規営農にかかる
面接を実施し、承認を得られました。常時従事者は譲受人本人２人で、水稲と野菜を耕
作される予定です。申請地は自宅と隣接している様な土地であり、取得後も効率よく活
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。また、申請地に
かかる借受人はおりません。

只今の説明に関連して、花垣地区担当委員の方から。現地調査の結果並びに補足説
明をお願いします。

１月29日に現地確認をいたしました。譲受人は空き家バンク制度でこの農地を取得しよ
うとするもので、新規面談でも問題ないと判断しました。申請地は購入する家の周辺の
農地であり、殆どの農地が作物を作れる状態ではありません。家もリフォームしないと住
めない状態で、全てが完成するまで伊賀市に通い、整備していくそうです。本人の熱意
もあり、また、近隣の農家の人に繋げていき、支援をお願いしていきたいと考えていま
す。

問題なしとのことです。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

譲受人の住所が遠方ですが、住所移転はまだなのでしょうか。

異議なし。
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事務局

議長

玉岡委員

議長

一同

議長

一同

議長

事務局

議長

玉岡委員

議長

一同

議長

一同

議長

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№２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。

異議なし。

問題なしとのことです。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

№２　小田地区、所在地は小田町の田２筆、面積は合計780㎡、転用地目は宅地です。
申請人は小田町の〇〇〇〇さんです。施設の概要は、集合住宅１棟の新築及び駐車
場です。申請地は、鍵屋の辻から北約200ｍ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種農地と認めら
れます。当該農地は、線路沿いの住宅に接続した農地であり、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。転用計画につい
ては、土地造成については道路高さまで盛土を行います。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北側水路へ放流、雨水は北側及び南側の
既設水路へ放流いたします。全体面積に対し、駐車場面積は350㎡、居宅面積は430
㎡、建築面積は242.21㎡となっており、建ぺい率は56.32％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８ヶ月となっております。地
元地区及び土地改良区、また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。

問題なしとのことです。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

異議なし。

ご意見がないようですので、質疑を終決し、採決いたします。議案第２号№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。

只今の説明に関連して、小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月31日に現地立会いを実施しました。近鉄沿線沿いにあり、周囲は共同住宅に囲ま
れた農地です。道路に面しており、共同住宅の建設には適した農地であり、何ら問題あ
りません。

（挙手）

（挙手）

全員賛成ですので、議案第２号№２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２号№３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。

№３　上野地区、所在地は平野東町の畑１筆、面積は631㎡、転用地目は宅地です。申
請人は四十九町の〇〇〇〇さん、〇〇〇〇さんです。施設の概要は、共同住宅１棟の
新築及び駐車場です。申請地は、キリン堂伊賀平野店から南約200ｍ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種農地と認められます。当該農地は、周囲が宅地に囲まれた狭小な農地であ
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。転用計画については、土地造成については整地のみで、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公共下水道へ放流、雨水は雨水
枡を設け既設水路へ放流いたします。全体面積に対し、駐車場面積は125㎡、居宅面
積は506㎡、建築面積は204.79㎡となっており、建ぺい率は40.47％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平成31年７月25日ま
でとなっております。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。

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

１月31日に現地立会いしました。周辺全て住宅に囲まれ、この農地のみ残っていまし
た。交差点の傍にあり共同住宅に適した場所であり、問題ないと思います。

全員賛成ですので、議案第２号№３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２号№４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。
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事務局

議長

玉岡委員

議長

一同

議長

一同

議長

事務局

議長

森田安委員

議長

一同

議長

一同

議長

全員賛成ですので、議案第２号№４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。
事務局より議案第３号№１の朗読と説明を求めます。

異議なし。

問題なしとのことです。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

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。

全員賛成ですので、議案第３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№２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。

先日関係者と現地立会いしました。申請地は譲受人の自宅に隣接しており、譲受人が
営んでいるレンタカーがバラバラに駐車されており、一か所に集めて管理したいとのこと
で、駐車場として転用したいそうです。周辺農地にも影響なく、問題ありません。

№４　上野地区、所在地は平野西町の畑２筆、面積は合計598㎡、転用地目は宅地で
す。申請人は平野樋之口の〇〇〇〇さんです。施設の概要は、共同住宅１棟の新築
及び駐車場です。申請地は、とれたて市ひぞっこから南に約200ｍ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種農地と認められます。当該農地は、周囲が宅地に囲まれた狭小な農地であ
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。転用計画については、土地造成については整地のみで、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で公共下水道へ放流、雨水は雨水
枡を設け既設水路へ放流いたします。全体面積に対し、駐車場面積は284㎡、居宅面
積は314㎡、建築面積は130.47㎡となっており、建ぺい率は41.55％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平成31年７月25日ま
でとなっております。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。

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

１月31日に現地立会いを実施しました。この農地の周辺が宅地に囲まれた農地であり、
狭い交差点沿いにあり、宅地としての転用はやむを得ないと思います。

（挙手）

只今の説明に関連して、比自岐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　比自岐地区、所在地は摺見の田１筆、面積は969㎡、転用地目は雑種地です。譲
渡人は摺見の〇〇〇〇さん、譲受人は比自岐の〇〇〇〇さんです。施設の概要は、
譲受人が営むレンタカー用駐車場13台分として利用するものです。申請地は、比自岐
地区市民センターから東に約１ｋｍにあり、摺見集落内の西側に位置する、周囲の優良
農地からは分断された整備されていない小規模な農地であるから、第２種農地と認めら
れます。当該農地は、譲受人自宅のすぐ西側にあり利便性が高く、他に適した土地が
無いことから、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既設水路への放流の計画となってい
ます。工事期間は許可日から平成31年４月末日までとなっております。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。

（挙手）

問題なしとのことです。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

異議なし。

ご意見がないようですので、質疑を終決し、採決いたします。議案第２号№４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。
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事務局

議長

仁保委員

議長

一同

議長

一同

議長

事務局

議長

玉岡委員

（挙手）

１月29日に現地調査をいたしました。ここの土地は比較的住宅も多く住むには便利な場
所だと思います。譲受人が居宅を新築するための土地を探しており、会社からも近いこ
の農地を転用することになりました。何ら問題ないと思います

異議なし。

只今の説明に関連して、西柘植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。

№２　西柘植地区、所在地は下柘植の畑２筆、面積は合計225㎡、転用地目は宅地で
す。譲渡人は兵庫県姫路市の〇〇〇〇さん、譲受人は下柘植の〇〇〇〇さんです。
施設の概要は、居宅１棟の新築及び車庫です。申請地は、伊賀市役所伊賀支所から
おおむね500ｍ以内にある農地であることから、第２種農地と認められます。当該農地
は、周囲が宅地に囲まれた狭小な農地であり、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。転用計画については、土地造成
は整地のみで、取水は上水道、排水については、汚水・雑排水は浄化槽を設置し下水
道へ放流、雨水は既設側溝へ放流する計画となっております。一体利用地の雑種地
274.76㎡を含む全体公募面積499.76㎡に対し、建築面積は121.14㎡となっており、建
ぺい率は24.23％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。工事期
間は許可日から平成31年6月30日までとなっております。区や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。

問題なしとのことです。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

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№２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。

只今の説明に関連して、久米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月31日に現地立会を行いました。名阪国道上野ICの出入り口付近の農地であり、周
辺の土地には太陽光発電施設が多数設置されています。申請地の一角が草木が生い
茂っており、周辺に迷惑が掛かっているため、太陽光発電として整地してもらえれば綺
麗になり、適正な利用と考え問題ないと思います。

№３　久米地区、所在地は守田町の田１筆、面積は710㎡、転用地目は雑種地です。譲
渡人は京都市東山区の〇〇〇〇さん、譲受人は京都市西京区の㈱〇〇〇〇 代表取
締役〇〇〇〇さんです。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、上野ICからおおむね300ｍ以内にある農地であることから、第３種農地と認めら
れます。当該農地は、所有者が耕作に関わっておらず、長期間休耕地となっていまし
た。今後も管理ができないということから、太陽光発電事業を行っている事業者へ土地
を譲り渡し、土地を管理してもらうとのことです。電力会社との協議及び経済産業省の認
定も受けており、太陽光発電施設をするための日照条件も良いことから、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。転用計画につきましては、土地造成に
ついては整地のみで砂利を敷く予定で、周囲にはフェンスを設置いたします。太陽光
パネルを268枚設置し、設置面積は438.22㎡となります。取水は無く、排水は雨水のみ
で自然浸透により排水する計画となっております。工事期間は平成31年３月１日から平
成31年６月１日までとなっております。区や隣接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。

全員賛成ですので、議案第３号№２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№３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。
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議長

一同

議長

一同

議長

事務局

議長

玉岡委員

議長

一同

議長

一同

議長

事務局

議長

玉岡委員

議長

一同

問題なしとのことです。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

（挙手）

問題なしとのことです。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

異議なし。

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
説明をさせていただきます。

異議なし。

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№４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）

№４　上野地区、所在地は上野田端町の畑１筆、面積は484㎡、転用地目は宅地です。
譲渡人は千葉県船橋市の〇〇〇〇さん他６名、譲受人は緑ヶ丘東町の〇〇〇〇さん、
〇〇〇〇さんです。施設の概要は居宅一棟の新築です。申請地は、上野税務署から
北約300ｍ以内に位置しており、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種農地と認められます。譲受人が現在入居して
いるアパートが手狭になったことから、当該農地を譲り受け、居宅を新築されるというも
ので、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。土地造成は整地の
みで、取水は上水道、排水については、雑排水は合併浄化槽を設置し排水管へ放流、
雨水は雨水桝を設置し集水して西側の既設水路へ放流いたします。全体面積484㎡に
対し、駐車場面積は191㎡、居宅面積は293㎡、建築面積は80.91㎡となっており、建ぺ
い率は27.61％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
は許可日から平成31年７月20日までとなっております。区や隣接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。

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№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。

１月31日に現地立会いを行いました。四方が住宅に囲まれた農地の一画で、現在荒廃
農地となっております。住宅を建てるには適した場所であり、周辺で住まわれている方も
今の荒れた状態が解消されると喜んでいます。特に問題はないと思われます。

１月31日に現地立会いを実施しました。この農地も周辺が住宅に囲まれた農地であっ
て、共同住宅を建てるには適した場所と思います。周辺農地もなく、何ら問題ありませ
ん。

全員賛成ですので、議案第３号№４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№５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。

№５　上野地区、所在地は緑ヶ丘本町の畑１筆、面積は481㎡、転用地目は宅地です。
譲渡人は上野田端町の〇〇〇〇さん、譲受人は奈良市の〇〇〇〇さんです。施設の
概要は共同住宅一棟の新築及び駐車場です。申請地は、緑ヶ丘中学校から北約300
ｍ以内に位置しており、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種農地と認められます。当該農地は、周囲が宅地に
囲まれた狭小な農地であり、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。土地造成は整地のみで、取水は上水道、排水につ
いては、雑排水は合併浄化槽を設置し公共下水へ放流、雨水は南側と東側の既設水
路へ放流いたします。全体面積481㎡に対し、駐車場面積は160㎡、居宅面積は321
㎡、建築面積は134.15㎡となっており、建ぺい率は41.79％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平成31年8月31日までと
なっております。区や隣接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、上野地区担当委員から現地調査のの結果並びに補足説明を
お願いします。

異議なし

問題なしとのことです。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

全員賛成ですので、議案第３号№３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№４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。
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議長

一同

議長

事務局

議長

西田委員

議長

一同

議長

一同

議長

全員賛成ですので、議案第３号№６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№７の議題と併せまして、議案第４号「事業計画変更申請につい
て」を議題とします。事務局より議案第３号№７ならびに議案４号№１の朗読と説明を求
めます。

只今の説明に関連して、中瀬地区担当委員から現地調査のの結果並びに補足説明を
お願いします。

問題なしとのことです。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

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№５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。

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№６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。

異議なし。

（挙手）

全員賛成ですので、議案第３号№５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№６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。

№６　中瀬地区、所在地は寺田の田１筆、面積は1,459㎡、転用地目は雑種地です。所
有者は寺田の〇〇〇〇さん、地上権者は愛知県豊田市の〇〇〇〇さんで、20年間の
地上権設定がされております。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、寺田市民館から南東に400ｍに位置しており、周囲の優良農地からは分
断された整備されていない小規模な農地集団の一角であるから、第２種農地と認められ
ます。当該農地は、所有者が耕作に関わっておらず、長期間休耕地となっていました。
今後も管理ができないということから、太陽光発電事業を行う地上権者へ土地を貸し、
土地を管理してもらうとのことです。電力会社との協議及び経済産業省の認定も受けて
おり、太陽光発電施設をするための日照条件も良いことから、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。転用計画につきましては、土地造成については整
地のみで、周囲にはフェンスを設置いたします。太陽光パネルを288枚設置し、設置面
積は558.72㎡となります。取水は無く、排水は雨水のみでU字溝を設敷設し既存側溝へ
放流する計画となっております。工事期間は許可日から６ヶ月となっております。区や隣
接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。

現地立会いを実施しましたところ、集落に囲まれた狭小な休耕地であり、周辺農地への
支障がないと思います。雨水排水については、Ｕ字溝を新設し、下流の水路へ放流す
る計画となっています。何ら問題ありません。

（挙手）
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事務局

議長

西田委員

議長

一同

議長

一同

議長

事務局

議長

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№７ならびに議
案第４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。

只今の説明に関連して、中瀬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。

№7　中瀬地区、所在地は高畑の田１筆、面積は3,039㎡です。賃貸人は高畑の〇〇〇
〇さん、賃借人は高畑の㈱〇〇〇〇 代表取締役〇〇〇〇さんです。施設の概要は、
一時転用し砂利採取に利用するものです。場所は、中瀬地区市民センターから北へ約
800ｍに位置する農用地区域内農地です。採取計画によりますと、全体面積3,039㎡、
掘削面積2,898㎡について、2ｍの保安距離を確保し、掘削深5ｍ、安定勾配1:1.2で切
り込み、11,987.33㎥の砂利を採取する計画です。採取した砂利は、場内に一時堆積し
水切りした後、申請地から北へ約２km付近に位置する〇〇〇〇株式会社の砂利製造
プラント及び申請地から東約４km付近に位置する伊賀市千戸地内の〇〇〇〇株式会
社のプラントへ搬出します。埋め戻し土につきましては、掘削深５mのうち、旧表土を０.５
m、山土を４.５m充てる計画となっております。山土については、申請地から東へ約５km
付近に位置する、伊賀市真泥地内にある自社の土採取場から伊賀建設事務所で砕石
法の認可を受けた山土を使用します。採取にあたりましては、地元関係者との調整も済
んでおり、危険防止計画を策定し、危険防止のための標識及び、安全ロープの設置
等、被害防除及び安全面にも配慮され、道路保護のため鉄板を敷きます。排水は雨水
のみで、南側の既設水路から服部川へ放流する計画となっております。事業は自己資
金にて行い、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。採取跡地
の埋め戻しは、当該申請者と株式会社〇〇〇〇が共同責任を負っており、預託金処理
契約もされていることから、採取後は確実に農地に復元されるものと考えます。この申請
については、賃貸人が２名の所有する東側隣地の農地、伊賀市高畑字門田871番外１
筆の田3,113㎡を砂利採取の用地及び進入路として一時転用したい申請があり、平成
30年11月30日付、5-145号で許可になった案件の、面積増加による事業計画変更とな
ります。変更理由は、事業主である賃借人の採取面積の拡大に伴い、賃貸人との事務
手続きに時間を要したため、一度の申請でまとめてできなかったためです。事業計画変
更によりますと、変更後の農地の面積は6,152㎡、掘削面積は5,312㎡、砂利の採取数
量は19,867.05㎥となります。工事の方法などはいずれも同じで変更はなく、また、他法
令に関する許可申請書も提出され、区･地権者・隣地の農地所有者からの同意も得られ
ていることから、周辺地域の農業に対して支障はありません。

問題なしとのことです。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

全員賛成ですので、議案第３号№７ならびに議案第４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№８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。

№８　中瀬地区、所在地は羽根の畑１筆、面積は92㎡、転用地目は雑種地です。譲渡
人は西明寺の〇〇〇〇さん、譲受人は羽根の〇〇〇〇㈱ 代表取締役〇〇〇〇さん
です。施設の概要は、資材置き場として利用するものです。申請地は、中瀬地区市民
センターから西約500ｍに位置しており、周囲が河川や宅地等に囲まれた整備されてい
ない小規模な農地集団の一角である農地であることから、第２種農地と認められます。
事業拡大に伴い、資材置き場が手狭になったことと、会社の資材置き場に隣接し利便
性が良いことから、今回の転用はやむを得ないものと考えられます。土地造成はなく、
そのままの地形で利用します。取水はなく、排水は雨水のみで南側の既設水路へ自然
流下します。工事期間は許可日から平成31年３月中旬までとなっております。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。

只今の説明に関連して、中瀬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。

異議なし。

（挙手）

１月に現地を確認しました。昨年に許可を行った砂利採取が行われている農地の隣地
であり、面積を拡大するための申請変更の手続きとなります。当初の予定計画との変更
は無く、区長にも同意を得ており、特に問題ありません。
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西田委員

議長

一同

議長

一同

議長

事務局

議長

福地委員

議長

一同

議長

一同

議長

（挙手）

全員賛成ですので、議案第３号№９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、譲受人及び事業内容が同じであることから議案第３号№10から№13を併せ
て議題とします。事務局より議案の朗読と説明を求めます。

異議なし。

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。

№９　丸柱地区、所在地は丸柱の田１筆と畑３筆の計４筆、面積は合計255㎡、転用地
目は宅地です。譲渡人は大阪府茨木市の〇〇〇〇さん、譲受人は大分県宇佐市の〇
〇〇〇さんです。施設の概要は居宅、倉庫及び駐車場です。場所は伊賀焼伝統産業
会館から南おおむね100ｍ以内に位置する宅地及び山林に囲まれた整備されていない
ことから、第２種農地と認められます。申請地は、既に転用されており、譲受人が空き家
バンク制度により譲受けるものであるため、譲渡人より顛末書が提出されております。全
体の敷地面積480㎡に対しまして建築面積は290㎡となり、建ぺい率60.41％となり、許
可基準の22％を満たしております。また、申請地の居宅は離れとして利用するため、取
水はなく、排水は雨水のみで、既設側溝に放流します。他に利用できる所有地はなく、
転用はやむを得ないものと判断しました。地元地区及び周辺土地所有者からの同意も
得られております。周辺地域の農業に対して支障はありません。

只今の説明に関連して、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月に現地立会いをしました。申請地は譲受人の所有地に食い込むような形で残って
いた農地で、譲受人が資材置き場として拡張し利用するもので、何ら問題はありませ
ん。

問題なしとのことです。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

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№９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）

１月30日に現地を確認しました。空き家バンク制度により取得され、いずれは住まわれ
るために手続きされました。特に問題ないと判断いたしました。

全員賛成ですので、議案第３号№８について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№９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。

問題なしとのことです。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

異議なし
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事務局

議長

米澤委員

議長

一同

議長

一同

議長

事務局

議長

中川委員

議長

一同

議長

一同

ご意見が無いようですので、質疑を終決し、採決いたします。議案第３号№14について
原案ど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）

只今の説明に関連して、新居地区担当委員から現地調査の結果並びに補足説明をお
願いします。

全員賛成ですので、議案第3号№10から№13について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№14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。

№14　新居地区、所在地は東高倉の畑２筆、面積は合計386㎡、転用地目は雑種地及
び宅地です。譲渡人は東高倉の〇〇〇〇さん、譲受人は小田町の〇〇〇〇さんで
す。施設の概要は鳩小屋１棟と駐車場です。場所は東高倉にありますキャスルゴルフ練
習場から北西に約150ｍに位置する山林や河川に囲まれた10ha未満の一団の農地の
一角に位置する整備されていない農地であることから、第２種農地と認められます。ま
た、取水はなく、排水は雨水のみで自然浸透です。他に利用できる所有地はなく、転用
はやむを得ないものと判断しました。また、鳩小屋については、譲渡人において、すで
に転用がされており、顛末書を提出していただいております。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ます。周辺地域の農業に対して支障はありません。

１月25日に現地立会いを実施しました。譲受人は鳩を多く飼育しており、自宅近くでは
限界がきていることから、この申請地を譲り受け、また以前から残っていた小屋をそのま
ま鳩小屋として利用するとのことです。以前から、土地の購入について相談を受けてお
り、今回この農地を購入することを進めました。周辺農地への影響もなく、何ら問題ない
と思います。

異議なし。

№10から№13については、譲受人および事業が同一のため、併せて説明させていただ
きます。
№10　府中地区、佐那具町の田１筆、畑１筆、面積は合計425㎡。譲渡人は佐那具町の
〇〇〇〇さん、譲受人は津市の〇〇〇〇さんです。
№11　府中地区、佐那具町の畑１筆、面積は119㎡。譲渡人は佐那具町の〇〇〇〇さ
ん、譲受人は津市の〇〇〇〇さんです。
№12　府中地区、佐那具町の畑１筆、面積は157㎡。譲渡人は佐那具町の〇〇〇〇さ
ん、譲受人は津市の〇〇〇〇さんです。
№13　府中地区、佐那具町の田1筆、面積は369㎡。譲渡人は佐那具町の〇〇〇〇さ
ん、譲受人は津市の〇〇〇〇さんです。
申請地は、国道25号線沿いの〇〇〇〇の北側に隣接しており、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種農地に該当
します。申請地の隣地は譲受人の配偶者が経営する〇〇〇〇であり、病院の増設計画
に伴い現在の駐車場では狭く、他に駐車場として利用できる所有地も無く、今回の転用
はやむを得ないものと判断いたしました。土地造成は最大40㎝の盛土を行い、取水は
なく、排水は雨水のみで自然浸透及び新設水路を設置し、既設水路へ放流します。工
事期間は許可日から２週間となります。地元地区や周辺土地所有者からの同意も得ら
れており、周辺農地への支障はないものと判断しております。

只今の説明に関連して、府中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。

異議なし。

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№10から№13
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）

事務局の説明どおり、〇〇〇〇の施設を拡張するとともに、駐車場も必要となるので、
申請されました。現状はの農地は荒れていて、休耕地となっていたことから、転用に何ら
問題なしと判断いたしました。

問題なしとのことです。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

問題なしとのことです。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。
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議長

事務局

議長

中川委員

議長

一同

議長

一同

議長

事務局

議長

中川委員

議長

一同

議長

一同

議長

１月25日に現地立会いをいたしました。現地は休耕地であり、草刈りも困難なことから太
陽光発電として利用されたいとのことです。〇〇〇〇のすぐ横であり、安全面について
の指導は致しました。特に問題ないと判断いたしました。

問題なしとのことです。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

異議なし

ご意見がないようですので、質疑を終決し、採決いたします。議案第３号№16につい
て、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。

異議なし

ご意見がないようですので、質疑を終決し、採決いたします。議案第３号№15につい
て、原案のとおり、決定することに賛成の方は挙手願います。

（挙手）

全員賛成ですので、議案第3号№15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№16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、三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。

№16　三田地区、所在地は三田の畑２筆、面積は279㎡、転用地目は雑種地です。貸
人は大阪府高槻市の〇〇〇〇さん、借人は服部町の〇〇〇〇さんです。施設の概要
は太陽光発電施設の設置です。申請地は三田小学校から北に約20ｍ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ため、第３
種農地と認められます。所有者による耕作活動が困難で土地を有効利用するため今回
の申請となりました。電力会社との協議及び経済産業省の認定も受けており、日照条件
も良く、他に利用できる所有地は無く今回の転用はやむを得ないものと判断いたしまし
た。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となります。工事
期間は許可日から平成31年3月30日までとなります。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ます。周辺地域の農業に対して支障はありません。

全員賛成ですので、議案第３号№14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№15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。
№15　三田地区、所在地は三田の田1筆、面積は717㎡、転用地目は雑種地です。譲
渡人は奈良県生駒市の〇〇〇〇さん、譲受人は埼玉県さいたま市の㈱〇〇〇〇　代
表取締役〇〇〇〇さんです。施設の概要は、譲受人が経営する工場の駐車場として利
用するものです。申請地は、伊賀上野駅から南東に西に約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農地であることから、第３種
農地に該当します。現在の駐車場は狭く、他に駐車場として利用できる所有地は無く、
今回の転用はやむを得ないものと判断いたしました。土地造成は盛土を1ｍ行い、取水
はなく、排水は雨水のみで既設水路へ放流します。工事期間は許可日から５月30日ま
でとなります。地元地区や周辺土地所有者からの同意も得られており、周辺農地への
支障はありません。

只今の説明に関連して、三田地区担当委員から現地調査の結果並びに補足説明をお
願いします。

１月25日に現地立会いを行いました。所有者は奈良にお住いの方で、今回譲受人の従
業員用の駐車場とする農地を探していたところ、隣地にあるのこの農地を譲ってもらえる
こととなりました。転用に何ら問題ないと思います

問題なしとのことです。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

（挙手）

全員賛成ですので、議案第３号№16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№17から№22については、申請地が隣接しており、先月保
留となった案件であり、概要が同一であるため、併せて議題とします。事務局より議案の
朗読と説明を求めます。
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事務局

議長

中川委員

議長

西田委員

事務局

議長

一同

議長

一同

議長

一体的に利用なので、一つの申請として手続きできないのか。

事業者が違うので、一体利用する申請ではないため、今回複数に分けた申請となって
います。

他にご意見ございませんか。

ご意見が無いようですので質疑を終決し、採決いたします。議案第３号№１７から№22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3号№17から№22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№23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。

前回総会と同様でありますが、イノシシの被害が多く、農地として利用するには困難な
農地であり、太陽光発電として利用ことに地域も同意しており、特に問題ないものと判断
しております。

問題なしとのことです。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

只今の説明に関連して、三田地区担当委員から現地調査の結果並びに補足説明をお
願いします。

№17から№22については、申請地が隣接し、全て太陽光発電施設の事業となるため、
併せて説明させていただきます。
№17　三田地区、所在地は大谷の田１筆、面積は922㎡。譲渡人は東大阪市の〇〇〇
〇さん、譲受人は名古屋市の〇〇〇〇㈱ 代表取締役〇〇〇〇さんです。
№18　三田地区、所在地は大谷の田１筆、面積は924㎡。譲渡人は大谷の〇〇〇〇さ
ん、譲受人は名古屋市の㈱〇〇〇〇 代表取締役〇〇〇〇さんです。
№19　三田地区、所在地は大谷の田１筆、面積は1,818㎡。譲渡人は大谷の〇〇〇〇
さん、譲受人は名古屋市の〇〇〇〇さんです。
№20　三田地区、所在地は大谷の田３筆、面積は合計2,188㎡。譲渡人は東大阪市の
〇〇〇〇さん及び大阪市の〇〇〇〇さん、譲受人は名古屋市の㈱〇〇〇〇　代表取
締役〇〇〇〇さんです。
№21　三田地区、所在地は大谷の田２筆、面積は合計1,523㎡。譲渡人は大谷の〇〇
〇〇及び大谷の〇〇〇〇さん、譲受人は名古屋市の〇〇〇〇㈱ 代表取締役〇〇〇
〇さんです。
№22　三田地区、所在地は大谷の田２筆、面積は合計1,711㎡。譲渡人は大谷の〇〇
〇〇さん及び東大阪市の〇〇〇〇さん、譲受人は名古屋市の〇〇〇〇さんです。
申請地は、大谷地内の法泉寺から北約1.4㎞に位置しており、山林・宅地等に囲まれた
10ha未満の狭小な整備されていない農地であることから、第２種農地と認められます。
当該農地は、所有者の耕作活動が難しく、今後も管理ができないということから、太陽
光発電施設への転用を行おうとするものです。電力会社との協議及び経済産業省の認
定も受けており、太陽光発電施設をするための日照条件も良いことから、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。転用計画につきましては、土地造成に
ついては整地のみで、周囲にはフェンスを設置いたします。取水は無く、排水は雨水の
みでU字溝の設置及び自然浸透にて処理を行います。工事期間は許可日から6月末日
となっております。区や隣接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。また、１月総会において、保留要因となりました太陽光発電設備設置に関する
届出もされており、特に問題ないものと判断しております。

異議なし。
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事務局

議長

森本委員

議長

一同

議長

一同

議長

事務局

議長

森本委員

議長

一同

議長

一同

議長

（挙手）

只今の説明に関連して、阿保地区担当委員から現地調査の結果並びに補足説明をお
願いします。

１月25日に現地立会いを行いました。雨水排水は基本自然浸透ですが、多雨の際は傾
斜をつけて水路へ流す計画です。獣害被害もあり、営農することが困難となっており、
転用はやむを得ないと判断しました。

問題なしとのことです。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

異議なし。

ご意見が無いようですので、質疑を終決し、採決いたします。議案第３号№23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３号№23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№24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。

№24　阿保地区、所在地は別府の田１筆、面積は1,067㎡、転用地目は雑種地です。
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 代表取締役〇〇〇〇
さんです。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、近鉄青
山町駅から北東約500ｍに位置しており、第２種農地と認められます。当該農地は、所
有者の耕作活動が難しく、今後も管理ができないということから、太陽光発電事業を
行っている事業者へ農地を譲渡すというものです。電力会社との協議及び経済産業省
の認定も受けており、太陽光発電施設をするための日照条件も良いことから、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。転用計画につきましては、土地造
成については整地のみで、周囲にはフェンスを設置いたします。太陽光パネルを360枚
設置し、設置面積は591.15㎡となります。取水は無く、排水は雨水のみで既設水路に
放流します。工事期間は許可日から４月末日までとなっております。区や隣接所有者か
らの同意も得られており、周辺農地に支障はありません。

№23　阿保地区、所在地は阿保の田２筆、面積は合計799㎡、転用地目は雑種地で
す。譲渡人は東京都町田市の〇〇〇〇さん、譲受人は兵庫県川西市の㈱〇〇〇〇
代表取締役〇〇〇〇さんです。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、伊賀市役所青山支所からおおよそ500ｍ以内に存する農地であることか
ら、第３種農地と認められます。当該農地は、所有者の耕作活動が難しく、今後も管理
ができないということから、太陽光発電事業を行っている事業者へ農地を譲渡すというも
のです。電力会社との協議及び経済産業省の認定も受けており、太陽光発電施設をす
るための日照条件も良いことから、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。転用計画につきましては、土地造成については整地のみで、周囲にはフェンス
を設置いたします。太陽光パネルを208枚設置し、設置面積は350.32㎡となります。取
水は無く、排水は雨水のみで自然浸透の計画となっております。工事期間は許可日か
ら４月末日までとなっております。区や隣接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、阿保地区担当委員から現地調査の結果並びに補足説明をお
願いします。

１月25日に現地立会いを行いました。譲渡人は県外に住んでおり、農業はできません。
このまま荒らしておくなら、太陽光発電として利用するほうが管理しやすいとのこと。周辺
住民も了承しており、何らかのことが起きたら、すぐ連絡が取れるよう連絡先も現場に表
記するとのことで、何ら問題ないと思います。

問題なしとのことです。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

異議なし。

ご意見が無いようですので質疑を終決し、採決いたします。議案第３号№24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。

全員賛成ですので、議案第３号№24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５号「農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。
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議長

一同

議長

一同

議長

議長

議長
ご意見が無いようですので、以上をもちまして、平成３０年度第２１回農業委員会総会を
閉会いたします。

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31件、再設定44件で、計画
面積は合計216,679㎡です。

　　　　　　　　　　　　　　（利用権の説明）

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。

説明がおわりました。これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

異議なし

ご意見が無いようですので、質疑を終決し、採決いたします。議案第５号のについて、
原案どおり計画決定することに賛成の方は挙手願います。

（挙手）

全員賛成ですので、議案第５号は原案のとおり決定しました。

以上で本日の議案の審議並びに報告事項はすべて終了しました。この際、その他の件
について、委員からご発言があれば、挙手をお願いいたします。
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令和元年　６月１０日

　　会長は議事録を作成し、議事録署名者とともに署名する。

会　長

淺　野　潤　憙　　　㊞

議事録署名者

中　井　悟　雄　　　㊞

議事録署名者

森　本　吉　光　　　㊞
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