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［コロナ感染対策として最小限の出席としたため］

議　　事　　録

議　　　　事

皆さまおそろいですので、只今から伊賀市農業委員会第36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。

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。

先日、委員の皆さんにご案内申し上げたとおり、本日の月次総会より、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。本日は、議案の
案件説明のためご出席いただく委員の数が過半を超えますので、それ以外の委員につ
いては出席いただいておりません。現在、出席委員は総数22名中、13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。以上です。

第36回　伊賀市農業委員会総会

13:30～15:50

（計13名）

令和2年5月8日
本庁　５階　５０１会議室

異議なし。

次に議事録署名者の指名を行いたいと存じます。11番の松山委員さん、12番の仁保委
員さんにお願いします。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、新居地区農地利用最適化推進委員の吉藤委員、府中地区農地利用最適化推進委
員の坂口委員に出席を求め、出席を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。

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。

賃貸借の合意解約がなされ、報告件数９件、筆数は田13筆、畑１筆の合計14筆、面積は
田18,413㎡、畑455㎡の合計18,868㎡についての通知がありましたので報告いたします。

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５件、筆数は田５筆、畑３
筆の合計８筆、面積は田7,147㎡、畑116㎡の合計7,263㎡についての通知がありましたの
で報告いたします。

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。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№１～５について事務局より議案の朗読と説明を求めます。

№１　山田地区、所在地は炊村の田１筆、面積は1,891㎡、譲渡人は川崎市麻生区の○
○○○さん、譲受人は炊村の○○○○さんです。譲受人の耕作面積は64aで、許可後は
82a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、田植え機、耕耘機を各１台所有されてお
り、以前から譲受人の所有農地の割田であったため水稲を耕作されています。申請地は
自宅から車で約５分と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。

［推進委員］
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№３　三田地区、所在地は野間の畑１筆、面積は852㎡、譲渡人は長崎市の○○○○さ
ん、譲受人は野間の○○○○さんです。譲受人の耕作面積は64aで許可後は72a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45年で常時従事されていま
す。農機具はトラクターを１台所有されており以前から管理されている農地であることか
ら、引き続き野菜・果樹を耕作されます。申請地は自宅の隣接地で利便性もよく、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。また、三田
地区の推進委員さんは本日都合により欠席されていますが、譲受人がこれまで管理され
ている農地であるため問題ないとのご意見を頂いております。

№４について説明いたします。４月27日に現地立会いをしました。集落営農の後継者が、
農業用倉庫の利用と農地の管理をするとのことで、特に問題ありません。

№１について説明いたします。割田となっていた農地を以前から譲受人が一体的に管理
されており、今後も管理してくれるので特に問題ありません。

№２について説明いたします。割田となっていた農地を以前から譲受人が一体的に管理
されており、今後も管理してくれるので特に問題ありません。

№５　壬生野地区、所在地は川西、西之澤の田11筆、面積は合計16,681.91㎡、譲渡人
は四日市市の○○○○さん、譲受人は春日井市の○○○○さんです。空き家バンク制
度による農地取得です。住宅引き渡し後は伊賀市へ移り住む予定です。伊賀市での耕
作面積が無いため５月１日に新規面談を行いました。近藤さんは現在電気・土木関係の
仕事をしていますが、仕事の中で農業の話を聞いて興味を持つようになり、また知人の紹
介で伊賀市の空き家バンク制度の事を知り、住宅と農地の売買交渉を行っていたそうで
す。主に水稲を耕作する予定で本人の他に義父と知人２名の計４名で従事する計画で
す。義父以外は農業経験が無いため、農業委員・推進委員他、地域の農家の方からノウ
ハウを学び地域に合った形で勉強しながら農業をしていきたいと意欲的な方であることか
ら、経営面積がやや大きいですが適正に営農されると判断され承認されました。許可後
は166aとなり伊賀市の下限面積を満たしております。農機具はトラクター、田植機、コンバ
インを当初はリースで、後々は購入したいと考えておられます。現地は今後入居する自宅
から2.5ｋｍ以内と近隣であることから取得後も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。

№２　山田地区、所在地は炊村の田１筆、面積は338㎡、譲渡人は川崎市麻生区の○○
○○さん、譲受人は炊村の○○○○さんです。譲受人の耕作面積は130aで、許可後は
133a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。農機具はトラクター、コンバイン、田植え機、耕耘機を各１台所有されて
おり、譲受人の所有農地の割田であることから併せて水稲を耕作される予定です。申請
地は自宅から車で約５分と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。

№４　友生地区、所在地は高山の畑４筆、面積は合計571㎡、譲渡人は高山の○○○○
さん他３名、譲受人は高山の○○○○さんです。譲受人の耕作面積152aで許可後は
157a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、田植え機をそれぞれ１台所有されてお
り、申請地は現所有者が以前に２a未満の農業用倉庫の届出を出された農舎を含む農地
で、野菜を耕作します。現地は自宅から500ｍと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。

只今の説明に関連して、三田地区担当委員は欠席されておりますので、山田地区担当
委員、友生地区担当委員、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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今回結構な面積を取得するようですが、全て管理していってもらえそうなのか。また、申請
地について、地元地区の方が以前から代わりに耕作してくれているという話ですが、耕作
に関わっている地元の方全員に話は済んでいるのか。

全ての農地を一度に管理することはさすがに難しいので、最初は半分ぐらいは地元の方
にお願いし、徐々に耕作区域を広げていってもらいます。また、地元の方との話し合いに
ついては、伊賀市に来られる毎に、地元の方のお宅へ１件ずつ訪れて説明しに行ってく
れているそうですが、まだ全ての方のお宅には行けていないそうです。しかし、地元地区
や推進委員共ども問題ないと考えております。

地区で耕作されている方全員が了承しているわけでもないのに、今回許可して良いもの
かとも思いますが、いかがでしょうか。

現時点では、地元耕作者の方全員に説明は済んでいないかもしれませんが、区長や地
元推進員からは問題ないとの話も伺っていて、また、現地立会い時に、壬生野地区の農
業委員・推進委員の方が全面的に協力していくとの話もされたことにより、問題ないものと
して判断しております。高齢化や後継者不足による地域が増えてきている地域が多い
中、意欲的な若い方の意思を尊重することも検討材料として考えていただきたいです。

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１号№１～５ついて、
一括して採決することに異議はございませんか。

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。

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。

異議なし。

№６　府中地区、所在地は服部町の田6筆、畑９筆の合計15筆、面積は合計7,416㎡、譲
渡人は服部町の○○○○さん他７名、譲受人は服部町の○○○○さんです。譲受人の
耕作面積は78ａで許可後は152ａ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２年で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
台所有されており、今後も水稲及び野菜を耕作する予定です。現地は、自宅より２㎞圏内
と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、申請地
にかかる借受人はおりません。

（挙手）　　＊但し、№５については賛成11名

№１～４については全員賛成、№５については賛成多数ですので、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№６～10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。

ほかにご意見ございませんか。

№５について説明いたします。近藤さんは空き家バンク制度により住宅も含めて農地を取
得してくれます。この地区を選んだ理由は、経営する会社の業務の大半を伊賀市内で
行っていることから、この近辺で居住し、仕事と農業を行いたいと考えていたそうです。知
人２名も耕作に興味があるそうです。しかし、取得のうちの面積が１町６反もあるため、管
理していく方法を農地利用最適化推進委員と共に検討し、地区の方と地元推進委員から
ノウハウを学び、地域のあった農業を始めてもらえるよう助言させていただきました。この
地域では転作により麦を耕作している時期なので、まずは水稲ではなく、麦で行ってほし
いともお話しさせていただきました。現在、申請農地は地元の方が以前から頼まれて耕作
をしてくれているため、当初はメインで耕作してもらい、地区との関係性をうまく構築させ
て、いずれは自身で全ての農地を管理していけるようにともお話ししました。本人の耕作
を行いたいという意欲があり、また若い方が地域と協力して農地を守っていってくれるとい
うことは地域としてもありがたい話でもあるので、問題ないものと判断いたしました。
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№７　府中地区、所在地は服部町の田２筆、面積は合計2,251㎡、譲渡人は服部町の○
○○○さん、譲受人は服部町の○○○○さんです。譲受人の耕作面積は88ａで許可後
は110ａ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43年で、本人と子が常
時従事されており、農機具はトラクター、田植機、コンバインを各１台所有されており、水
稲を耕作するそうです。現地は自宅より500ｍと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、申請農地に借受人はおりません。

№９　花垣地区、所在地は予野の田２筆、面積は合計3,238㎡、譲渡人は予野の○○○
○さん、譲受人は予野の農事組合法人○○○○ 理事○○○○也さんです。譲受人の
耕作面積は2,039aで許可後は2,071a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、譲受人である農事組合法人○○○○については、構成員５名全てが年間80
日から250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用件を満たしています。農機具はトラクター３台、田植機２台、コ
ンバイン１台を所有し、水稲を耕作する予定です。現地は事務所から800ｍ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。

№８について説明いたします。二つの地区にまたがったところにある農地で、結構荒れた
農地となっていましたが、桑を植えていくそうで、その計画も聞き取らせてもらい、問題な
いと思います。

只今の説明に関連して、府中地区担当委員、花之木地区担当委員、花垣地区担当委
員、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。

№８　花之木地区、花垣地区、所在地は法花の田１筆、白樫の田２筆の合計３筆、面積は
合計2,485㎡、譲渡人は愛知県小牧市の○○○○さん、譲受人は予野の株式会社○○
○○ 代表取締役○○○○さんです。譲受人の耕作面積は1,446aで許可後は1,470a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、譲受人である株式会社○○○
○については、構成員４名全てが年間60日から180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用件を満たしています。
農機具はトラクター、耕うん機を各２台所有し、許可後は土を改良し雑木を伐採の上、桑
を耕作する予定です。植栽する桑の苗木についても奈良県で育成中であり、適宜植栽す
る予定です。現地は事務所から車で15分であり、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。
また、補足としまして、前回の総会でも同法人から農地法第３条申請があり、委員さんから
しっかり耕作をされているのかというご質問がありました。今回の立会の際に、同社の社長
さんも同席し、現在所有している農地の管理状況を聴取しました。その状況としましては、
現在畑へ改良中の農地については、別の方と土づくりを行っているとのことでした。また、
奈良県で桑の苗木を育成し、適宜その苗木を管理する圃場へ植栽しているということで
確認しました。代表的な個所を事務局で現地確認しましたところ、桑が植栽されていること
を確認し同法人がしっかり耕作されていることを確認しましたので報告します。

№６について説明いたします。上川原の畑地については、獣害によりかなり荒廃してお
り、管理が大変なことから○○さんにお願いし管理してもらえることとなりました。また、他
の田については、綺麗に管理していただいています。地区との調整を図りながら今後も耕
作してくれるとのことです。

№７について説明いたします。譲受人の農地に隣接しており、今後は一体利用して管理
されるそうです。

№10　鞆田地区、所在地は東湯舟の畑１筆、面積は399㎡、譲渡人は東湯舟の○○○○
さん、譲受人は東湯舟の○○○○さんです。譲受人の耕作面積は118ａで許可後は122ａ
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年で長男が20年で
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台リースされてお
り、申請地は花きが植栽されています。現地は、自宅隣接地であることから、取引後も引き
続き効率よく活用できると判断します。なお、申請地にかかる借受人はおりません。
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№６～10については全員賛成ですので、議案第１号№６～10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№11～16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。

№11　中瀬地区、所在地は羽根の田１筆、面積は716㎡、譲渡人は高畑の○○○○さ
ん、譲受人は羽根の○○○○さんです。譲受人の伊賀市での耕作面積は59aで取得後
の耕作面積は66a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６年
で子、子の妻も２年で常時従事しております。申請地は現在麦が作付けされていますが、
譲受人の梨の栽培面積の拡張で取得後は梨を植林する予定です。農機具はトラクター、
乗用草刈り機、運搬車をそれぞれ１台所有されています。申請地は自宅から徒歩５分の
畑で、今後も事業拡張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。

№12　島ヶ原地区、所在地は島ケ原の田１筆、面積は54㎡、譲渡人は奈良市の○○○
○さん、譲受人は島ケ原の○○○○さんです。譲受人の耕作面積は40aで取得後の耕
作面積は40a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36年で
常時従事しております。農機具は耕耘機、トラクターを１台所有しており、田植え機、コン
バインについてはリースされています。申請地のすぐ下の農地を所有しているが、嵩上を
行い既存の水路では水が入らなくなったため、申請地横の水路から水を引き込むしか水
路がなく、申請地に水路を埋設し嵩上を行った水田に水を引き込む計画です。申請地も
これまで荒れていたが今回の取得により農地に回復され、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。　本日、担当地区の農業委
員さんは欠席しておりますが、本件については、水路の引込みの経路などを確認いただ
き、荒廃地の回復にも繋がることから効率よく活用できるものと判断すると意見をいただい
ておりますのでご審議のほどよろしくお願いいたします。

議案第１号№６～10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）

№８について説明いたします。４月30日に現地を確認いたしました。前回の総会にて法人
についての質問があったため、法人の代表の方に聞き取りいたしました。法人拠点の近く
には桑の苗が植えられ管理はきちんとされており、また代表の方は若い方で意欲もありま
した。申請地については、年内には土の改良を行い、作付けしていくとの話も聞き、特に
問題ないと判断しました。

№10について説明いたします。４月27日に現地立会いをしました。譲受人の宅地のすぐ
裏にある農地で、今後も管理してくれることは間違いないと考えます。昔に売買の契約が
済んでいたそうですが、登記簿の名義の変更ができていなかったための申請です。

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。

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№６～10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。

№９について説明いたします。申請法人は、最近○○○○へ農地を多数売ったこともあ
り、農地面積の増加を考えていました。今回、地元内で売買の話が締結し、またその農地
は地元推進委員の一人が管理されていたことで、地域での話し合いも済んでおり、今後
耕作をしてくれるそうで、問題ありません。
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事務局

事務局

事務局

議長

西田委員

森本委員

中井委員

議長

一同

交換案件なので、№14並と№15について併せて説明いたします。事務局からの説明どお
りですが、先代から交換の約束をされていたそうで、公開の申請により登記簿の名義を変
え、きちんと整理されるそうです。登記簿面積に若干の差はありますが、双方了承してい
ることもあり、特に問題ないと思います。

№16について説明いたします。15年前から居宅を購入されていましたが、農地について
は下限面積の制限が変更となったことにより、購入できるようになりました。カボチャ、玉ね
ぎ、大根を作付けしていくとのことです。

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。

異議なし。

№13　島ヶ原地区、所在地は島ケ原の畑２筆、面積は合計673㎡、譲渡人は大阪府池田
市の○○○○さん、譲受人は大阪市東住吉区の○○○○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、取得する古民家の横に隣接する農地で自家消費する野菜を栽
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
得する家屋のすぐ横の農地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。　本日、担当地区の農業委員さんは欠席してお
りますが、空き家バンク制度により取得する居宅の横の農地で、隣接する農地への進入
路などの管理にも影響するため、自家消費する野菜の栽培など農地として管理いただく
ことが望ましく、問題ないものと判断すると意見を聞いておりますのでご審議のほどよろし
くお願いいたします。

只今の説明に関連して、島ケ原地区担当委員は欠席されておりますので、中瀬地区担
当委員、上津地区担当委員、矢持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。

№14及び№15については、交換案件ですので、併せて説明いたします。
№14　上津地区、所在地は伊勢路の田１筆、面積は1,392㎡、譲渡人は伊勢路の○○○
○さん、譲受人は名張市の○○○○さんです。譲受人の耕作面積は35aで許可後は36a
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５年で、妹、妹の夫も５
年常時従事されています。農機具はトラクター、１台を所有しており、田植え機、コンバイ
ンをそれぞれリースして耕作しています。現地は実家の前の田で、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。
№15　上津地区、所在地は伊勢路の田１筆、面積は1271㎡、譲渡人は伊勢路の○○○
○さん、譲受人は伊勢路の○○○○さんです。譲受人の耕作面積は44aで許可後は45a
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台リースされており、以
前より水稲を耕作されております。現地は自宅から徒歩10分で、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。
また、面積について登記の錯誤があり双方差がありますが、先代からの約束でこの度交
換が成立したもので面積の差について双方納得しており、問題ないと確認しております。

№16　矢持地区、所在地は奥鹿野の田３筆、面積は合計1,328.91㎡、譲渡人は名張市の
○○○○さん、譲受人は奈良県橿原市の○○○○さんです。譲受人の伊賀市での耕作
面積がなかったため、5月1日に新規営農面談を行いました。15年ほど前に申請地の東
側に居宅を購入したが、当時は下限面積が30aで農地を取得することができず、この度購
入した居宅に居住することになり、予てより申請地で野菜や花木の栽培を行う計画をして
おり、農業経験もあるということで、意欲的であり適正に営農されると判断され承認を受け
ました。許可後は13ａとなり伊賀市の下限面積について問題ありません。農作業従事者は
本人と夫で、所有している農機具は耕耘機が２台、草刈り機が８台です。申請地は取得
する家屋の西側にある農地で、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。

№11について説明いたします。４月27日に現地立会いをしました。譲受人は梨の栽培を
しており、規模拡大するために申請農地を取得するそうで、特に問題ありません。
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議長

一同

議長

一同

議長

事務局

事務局

議長

淺野委員

淺野委員

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№11～16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。

№１　花垣地区、所在地は予野の田1筆、面積は151㎡、転用しようとする地目は雑種地
です。申請人は予野の○○○○さん、予野の○○○○さんです。施設の概要は地区内
のゴミ集積場として利用するものです。申請地は予野公民館から西に約300ｍに位置し、
特定土地改良事業の施工の区域内にある農地であることから、第１種農地でありますが、
住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する者の日常生活上必要な施
設で集落に接続して設置されるものであることから例外規定を適用し、地域の中に他に
利用できる土地がないことから、この転用はやむを得ないものと判断しました。土地造成
は整地のみで、取水はなく、排水は雨水のみで、敷地南側に排水路を設置し既設排水
路へ放流します。工事期間は許可日から令和２年６月30日までとなります。地元地区及び
周辺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ないと判断しま
す。

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。

異議なし。

議案第１号№11～16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。

全員賛成ですので、議案第１号№11～16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。ま
た、議案第４号「農地法第４条の規定による計画変更申請について」が議案第２号№２に
関連しているので、議題とします。議案第２号№１～２、及び議案第４号№１について、事
務局より議案の朗読と説明を求めます。

（挙手）

この案件につきましては、事業計画変更による第４条申請となるため、議案第４号№１と併
せて説明いたします。花垣地区、所在地は大滝の田３筆、面積は合計5,721㎡に加え、同
氏が所有する山林3,900㎡を田から畑に農地改良を行うため、令和２年11月30日まで一
時転用したい旨の申請です。この案件は、平成27年３月26日付で一時転用の許可を受
け、平成30年３月25日までの3年間工事を行っていましたが、期間内で畑へ改良を完了
することができなかったことから、再度一時転用し工事期間を令和２年11月30日まで延長
するものです。申請地は、伊賀市立花垣小学校から南へ約２㎞に位置し、周囲を山林で
囲まれた基盤整備のされていない小規模集団に属する農地であるため、第２種農地と判
断します。当該農地は以前から遊休農地となっており、工事完了後栗畑として管理するこ
とから、この農地を一時転用することはやむを得ないものと考えられます。事業計画による
と、一体利用地の山林を含む全体面積9,621㎡を、現在の休耕田では周辺及び隣接道
路より低い位置にあり、農業に適しておらず荒廃した状態であることから、畑に農地改良
し栗畑として農地改良する計画です。農地改良の実施にあたって、伊賀市神戸地内及び
伊賀市木興町地内等で実施されている国及び三重県の河川改修工事にて発生する土
7,000㎥を利用するとともに、周囲に素掘りの水路を整備し、周囲への土砂の流出等を防
止します。改良中の雨水についても、造成地周囲の素掘り水路で集水し、100㎥の沈砂
池を設け、泥水を直接排水せず、排水パイプで既設排水路へ放流します。盛土法面に
ついてもセメント改良を行うことにより土砂流出を防止し、安全面にも配慮します。工事期
間は許可日から令和２年11月30日までとなります。地元地区及び周辺所有者からの同意
も得られており、周辺地域の農業に対して支障はないと判断します。

№２について説明いたします。４月30日に現地立会いをしました。元花垣小学校からｺﾘ
ﾄﾞｰﾙﾛｰﾄﾞの南に上ったところにある、山林に囲まれた農地で、現況としては大半の埋め
立てができていました。工事完了後は果樹を植えるとのことで、必ず作付けし農地として
管理していただけるよう指導いたしました。

№１について説明いたします。４月30日現地確認をしました。現地には既にごみ集積場が
ありますが、道路に面した配置となり、その道路は大型車両の通行が多く危険であること
から、拡張してほしいと要望がありました。現地を確認中も、多くの大型車両が頻繁に通
行しており、危険性を感じたことから、この転用はやむを得ないと思います。
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議長

一同

議長

一同

議長

一同

議長

事務局

事務局

事務局

№３　壬生野地区、所在地は山畑の畑１筆、面積は208㎡、転用しようとする地目は宅地
です。貸人は山畑の○○○○さん、借人は山畑の○○○○さんで、親子間による永年間
の使用貸借権の設定がされます。施設の概要は、居宅１棟の新築です。申請地は、山畑
集落内の北側に位置しており、周囲を宅地に囲まれ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、借人の実家に隣接しており、利便性が良く、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、周囲はコンクリート擁壁により土砂等の流出を
防ぎます。取水は上水道、排水については、汚水・雑排水は敷地内で集水し公共下水桝
へ放流、雨水は北側の既設水路へ放流いたします。全体面積に対し、建築面積は59.6
㎡となっており、建ぺい率は28％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３年３月末日となっております。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）

異議なし。

議案第２号№１～２及び議案第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。

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。

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№１～２及び議
案第４号№１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２号№１～２及び議案第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「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№１～４について、事務局より議案の朗読と説明を求めま
す。

№２　壬生野地区、所在地は西之澤の田１筆、面積は1,266㎡、転用しようとする地目は
雑種地です。譲渡人は西之澤の○○○○さん、譲受人は上野茅町の㈱○○○○ 代表
取締役○○○○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、名阪国道壬生野ICから北西に約600ｍ以内に位置する柘植川沿いの農地で、河川
や宅地等に囲まれた基盤整備がされていな小規模農地集団の一角であることから、第２
種農地と判断します。当該農地は、以前から休耕地となっておりましたが、工事関係の資
材の増加により申請地に隣接する資材置き場では足りず、資材置き場を拡張したいこと
から、他に適した土地もなく、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、土砂等の流出防止に
周囲を整備します。取水は無く、排水は雨水のみで既設水路から河川に放流する計画で
す。工事期間は許可日から１ケ月となっております。地元地区及び水利組合、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。

№１　柘植地区、所在地は野村の田２筆、面積は合計590㎡、転用しようとする地目は宅
地です。譲渡人は岐阜県大垣市の○○○○さん、譲受人は川合の○○○○さんです。
施設の概要は、大工作業場及び事務所兼倉庫１棟の新築です。申請地は、柘植第２保
育園から北西へ約100ｍに位置しており、周囲が河川や宅地等に囲まれた基盤整備のさ
れていない10ha未満の農地集団に属する農地であることから、第２種農地と判断します。
当該農地に隣接する居宅に譲受人が近日転居する予定であり、また大工業を営んでい
ることから事務所や作業所が必要となり、新たに建築するには他に適した土地は無く、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、道路
敷地高まで造成し、、取水は上水道、排水については、汚水・雑排水は集落排水へ放
流、雨水は宅地内桝より既設水路へ放流いたします。全体面積に対し、建築面積は
126.69㎡となっており、建ぺい率は42％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2年９月30日となっております。地元地区及び水
利組合、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。
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議長

松山委員

北出委員

北出委員

中尾委員

議長

一同

議長

一同

議長

一同

議長

№４　山田地区、所在地は畑村の田２筆、面積は合計871㎡、転用しようとする地目は墓
地です。譲渡人は名古屋市名東区の○○○○さんほか１名、譲受人は畑村の宗教法人
○○○○ 代表役員○○○○さんです。施設の概要は墓地として利用するものです。申
請地は、畑村集落内にある○○○○のすぐ東側に位置しております。令和２年３月25日
付けにて農用地区域内から除外されており、土地改良事業の施行に係る区域内にある
農地であることから第１種農地と認められます。既存施設の拡張であり、○○○○の敷地
面積2,624㎡の２分の１を超えないことから第１種農地の例外規定にあてはまり問題ありま
せん。墓地の区画整理をするにあたり、敷地面積を広げたいとのことで、当該農地は隣接
し利便性があることから、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
水は無く、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令和２年
11月30日となっております。区や水利組合、また隣接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。

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。

異議なし。

只今の説明に関連して、柘植地区担当委員、壬生野地区担当委員、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。

№３について説明いたします。親子間での貸し借りで、実家の横の農地に新居を建てる
そうです。排水は今まで利用している排水路に放流する計画であり、特に問題ないと思い
ます。

№２について説明いたします。現在耕作放棄地になっている農地であり、譲受人の法人
が資材置き場として拡張することには、地元としては了承を得ています。また、周囲の農
地にも影響は無いとのことで、特に問題ないと思います。

№１について説明いたします。４月23日に現立会いをしました。○○さんの実家の隣の
あった○○さんの居宅を購入し、その隣の田を事務所と作業場にする計画であり、転用
については特に問題ないと思います。

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№１～４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№１～４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）

賛成多数ですので、議案第３号№１～４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№５～12を議題とします。事務局より議案の説明を求めます。

№４について説明いたします。お寺の駐車場敷地に、墓石が多数転がっている状態で、
それらを全て整理し、無縁仏用として利用していくため、墓地をして拡張するそうです。農
振地の除外手続きは済んでおり、整備計画も問題ないと思います。
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№５　新居地区、所在地は東高倉の田１筆、畑１筆の合計２筆、面積は合計1,052㎡、三
田地区、所在地は大谷の田７筆、面積は合計3,251㎡、転用しようとする地目は雑種地で
す。譲渡人は東高倉の○○○○さん他５名、譲受人は桜井市の○○○○株式会社 代
表取締役○○○○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、新居地区は伊賀鉄道新居駅から西におおむね500ｍに位置し、三田地区は
前田教育会館から北に約500ｍで、周囲を山林、宅地に囲まれた基盤整備されていない
10ha未満の小規模集団に属する基盤整備されていない農地であることからいずれも第２
種農地と判断します。譲渡人は高齢者が多く、中には遠方で管理ができない休耕地もあ
ることから、当該農地を太陽光発電施設として管理をし、遊休農地を活用していくとのこと
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。また、電力会社との協議
及び経済産業省の認定も受けており、転用は確実に行われるものと判断しております。工
事期間は許可日から２ヶ月の計画です。工事計画につきましては、土地造成は整地のみ
で、周囲はフェンスを設置するとともに、農地の周囲には勾配をつけて土砂の流出を防ぎ
ます。またフェンスの下に防草シートを敷設します。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の計画です。太陽光パネルを1,940枚設置し、設置面積は3,903
㎡であるため設置割合は40％を超えます。区や隣接する土地所有者からの同意も得られ
ており、周辺農地に支障はないと判断します。また、市建設部企画管理課への協議を
行っていると確認済みです。なお三田地区の推進委員さんからは、転用に際し今後の維
持管理方法について地域との協議もしっかりできており、排水対策も特に心配するような
ことはないとのご意見を頂いております。

№６　新居地区、所在地は東高倉の田３筆、畑２筆、合計５筆、面積は合計2,572㎡、三田
地区、所在地は大谷の田６筆、畑１筆、合計７筆、面積は合計3,203㎡、転用しようとする
地目は雑種地です。譲渡人は東高倉の○○○○さん他８名、譲受人は橿原市の○○○
○株式会社 代表取締役○○○○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、新居地区は伊賀鉄道新居駅から西におおむね500ｍに位置
し、三田地区は前田教育会館から北に約500ｍで、周囲を山林、宅地に囲まれた基盤整
備されていない10ha未満の小規模集団に属する基盤整備されていない農地であることか
らいずれも第２種農地と判断します。譲渡人は高齢者が多く、中には遠方で管理ができ
ない休耕地もあることから、当該農地を太陽光発電施設として管理をし、遊休農地を活用
していくとのことで、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。また、電
力会社との協議及び経済産業省の認定も受けており、転用は確実に行われるものと判断
しております。工事期間は許可日から２ヶ月の計画です。工事計画につきましては、土地
造成は整地のみで、周囲はフェンスを設置するとともに、農地の周囲には勾配をつけて
土砂の流出を防ぎます。またフェンスの下に防草シートを敷設します。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の計画です。太陽光パネルを2,250枚設置
し、設置面積は4,527㎡であるため設置割合は40％を超えます。区や隣接する土地所有
者からの同意も得られており、周辺農地に支障はないと判断します。また、市建設部企画
管理課への協議を行っていると確認済みです。なお三田地区の推進委員さんからは、転
用に際し今後の維持管理方法について地域との協議もしっかりできており、排水対策も
特に心配するようなことはないとのご意見を頂いております。
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№９　三田地区、所在地は三田の田３筆、野間の畑１筆、合計４筆、面積は合計2,246㎡、
転用しようとする地目は雑種地です。譲渡人は野間の○○○○さん他３名、譲受人は宇
治市の株式会社○○○○ 代表取締役○○○○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、JR伊賀上野駅から北におおむね500ｍ以内に位
置することから第２種農地と判断します。当該農地は獣害が特に酷く、農地として維持管
理することが困難であることから、当該農地を太陽光発電施設として管理・活用するため
に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。また、電力会社との協議
及び経済産業省の認定も受けており、転用は確実に行われるものと判断しております。工
事期間は許可日から令和２年９月30日までの計画です。工事計画につきましては、土地
造成は整地のみで、周囲はフェンスを設置するとともに土砂の流出を防ぐ土留め工事を
行います。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の計画ですが、
水路については、現在の幅20ｃｍのＵ字溝から30ｃｍのものへ変更いたします。流末につ
いても大きい水路に繋がるということで問題ないと判断します。太陽光パネルを720枚設
置し、設置面積は1,196㎡となるため設置割合40％を超えます。区や隣接する土地所有
者からの同意も得られており、周辺農地に支障はないと判断します。また、三田地区の推
進委員さんには、現地立会いの際に獣害の状況や高齢化による耕作放棄の現状につい
てご意見をいただき、休耕地の有効活用として問題ないとのご判断をいただきました。排
水についても流末までの経路を確認し問題ないとのご意見でございます。

№７　三田地区、所在地は三田の田１筆、面積は859㎡、転用しようとする地目は雑種地
です。譲渡人は津市の○○○○さん、譲受人は柘植町の○○○○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、JR伊賀上野駅から北におお
むね500ｍに位置していることから第２種農地と判断します。当該農地は獣害が特に酷く、
また譲渡人が遠方に住んでおり農地としての維持管理が困難であることから、当該農地
を太陽光発電施設として管理・活用するために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。また、電力会社との協議及び経済産業省の認定も受けており、転用は
確実に行われるものと判断しております。工事期間は許可日から令和２年９月30日までの
計画です。工事計画につきましては、土地造成は整地のみで、周囲はフェンスを設置す
るとともに土砂の流出を防ぐ土留め工事を行います。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の計画ですが、水路については、現在の幅20ｃｍのＵ字溝か
ら30ｃｍのものへ変更いたします。流末についても大きい水路に繋がるということで問題な
いと判断します。太陽光パネルを360枚設置し、設置面積は598㎡となるため設置割合は
40％を超えます。区や隣接する土地所有者からの同意も得られており、周辺農地に支障
はないと判断します。また、三田地区の推進委員さんには、現地立会いの際に獣害の状
況や高齢化による耕作放棄の現状についてご意見をいただき、休耕地の有効活用として
問題ないとのご判断をいただきました。排水についても流末までの経路を確認し問題な
いとのご意見でございます。

№８　三田地区、所在地は三田の田３筆、畑２筆、合計５筆、面積は合計2,348㎡、転用し
ようとする地目は雑種地です。譲渡人は三田の○○○○さん他３名、譲受人は上野徳居
町の株式会社○○○○ 代表取締役○○○○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、JR伊賀上野駅から北におおむね500ｍに位置して
いることから第２種農地と判断します。当該農地は獣害が特に酷く、農地として維持管理
することが困難であることから、当該農地を太陽光発電施設として管理・活用するために
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。また、電力会社との協議及
び経済産業省の認定も受けており、転用は確実に行われるものと判断しております。工事
期間は許可日から令和２年９月30日までの計画です。工事計画につきましては、土地造
成は整地のみで、周囲はフェンスを設置するとともに土砂の流出を防ぐ土留め工事を行
います。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の計画ですが、水
路については、現在の20ｃｍのＵ字溝から30ｃｍのものへ変更いたします。流末について
も大きい水路に繋がるということで問題ないと判断します。太陽光パネルを1,008枚設置
し、設置面積は1,674㎡となるため設置割合は40％を超えます。区や隣接する土地所有
者からの同意も得られており、周辺農地に支障はないと判断します。また、三田地区の推
進委員さんには、現地立会いの際に獣害の状況や高齢化による耕作放棄の現状につい
てご意見をいただき、休耕地の有効活用として問題ないとのご判断をいただきました。排
水についても流末までの経路を確認し問題ないとのご意見でございます。
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議長

№10　三田地区、所在地は野間の田１筆、面積は1,375㎡、転用しようとする地目は雑種
地です。譲渡人は野間の○○○○さん、譲受人は宇治市の有限会社○○○○ 代表取
締役○○○○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、JR伊賀上野駅から北におおむね500ｍに位置する農地であることから第２種農地と
判断します。当該農地は獣害が特に酷く、農地として維持管理することが困難であること
から、当該農地を太陽光発電施設として管理・活用するために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。また、電力会社との協議及び経済産業省の認定も受
けており、転用は確実に行われるものと判断しております。工事期間は許可日から令和２
年９月30日までの計画です。工事計画につきましては、土地造成は整地のみで、周囲は
フェンスを設置するとともに土砂の流出を防ぐ土留め工事を行います。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の計画ですが、水路については、現在の幅
20ｃｍのＵ字溝から30ｃｍのものへ変更いたします。太陽光パネルを360枚設置し、設置
面積は598㎡となるため設置割合は40％を超えます。区や隣接する土地所有者からの同
意も得られており、周辺農地に支障はないと判断します。また、三田地区の推進委員さん
には、現地立会いの際に獣害の状況や高齢化による耕作放棄の現状についてご意見を
いただき、休耕地の有効活用として問題ないとのご判断をいただきました。排水について
も流末までの経路を確認し問題ないとのご意見でございます。

只今の説明に関連して、三田地区担当委員は欠席されておりますので、新居地区担当
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。

№12　新居地区、所在地は東高倉の田１筆、畑２筆、合計３筆、面積は合計1,204㎡、転
用しようとする地目は雑種地です。譲渡人は大阪市北区の○○○○さん、譲受人は大阪
市中央区の有限会社○○○○ 代表取締役○○○○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、２か所に分かれており、１か所は都市計画法
第８条第１項第１号に規定する用途地域が定められた農地であることから第３種農地に該
当します。もう１か所は上野北小学校から北に約200ｍに位置し、周囲を山林と宅地に囲
まれた生産性の低い小規模集団に属する基盤整備されていない農地であるため第２種
農地と判断します。譲渡人が遠方に住んでおり農地として維持管理していくことが困難な
状況になっており、当該農地を太陽光発電施設として管理をし、休耕地を活用していくと
のことで、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。また、電力会社と
の協議及び経済産業省の認定も受けており、転用は確実に行われるものと判断しており
ます。工事期間は許可日から６か月間の計画です。工事計画につきましては、土地造成
は整地のみで、周囲はフェンスを設置します。取水はなく排水は雨水のみで自然浸透の
予定です。太陽光パネルを201枚設置し、設置面積は373㎡となります。区や隣接する土
地所有者からの同意も得られており、周辺農地に支障はないと判断します。

№11　三田地区、所在地は三田の田８筆、畑８筆、野間の畑４筆、合計20筆、面積は合計
4,323㎡、転用しようとする地目は雑種地です。譲渡人は野間の○○○○さん他10名、譲
受人は宇治市の有限会社○○○○ 代表取締役○○○○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、JR伊賀上野駅から北におおむね500ｍ
に位置しているため第２種農地と判断します。当該農地は獣害が特に酷く、農地として維
持管理することが困難であることから、当該農地を太陽光発電施設として管理・活用する
ために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。また、電力会社との
協議及び経済産業省の認定も受けており、転用は確実に行われるものと判断しておりま
す。工事期間は許可日から令和２年９月30日までの計画です。工事計画につきまして
は、土地造成は整地のみで、周囲はフェンスを設置するとともに土砂の流出を防ぐ土留
め工事を行います。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の計画
ですが、水路については、現在の幅20ｃｍのＵ字溝から30ｃｍのものへ変更いたします。
太陽光パネルを1,260枚設置し、設置面積は2,093㎡となるため設置割合は40％を超えま
す。区や隣接する土地所有者からの同意も得られており、周辺農地に支障はないと判断
します。また、三田地区の推進委員さんには、現地立会いの際に獣害の状況や高齢化に
よる耕作放棄の現状についてご意見をいただき、休耕地の有効活用として問題ないとの
ご判断をいただきました。排水についても流末までの経路を確認し問題ないとのご意見
でございます。
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吉藤推進委員

議長

西田委員

事務局

議長

一同

議長

一同

議長

一同

議長

事務局

事務局

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№５～12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。

異議なし。

今回の案件は、№５・６と№７～11がそれぞれ隣接していることから、一まとめとして考えて
おり、譲受人の法人等は違えど、併せればかなりの大規模な工事となるため、企画管理
課と協議を行い、然るべき手続きを行うようきっちり指導いたしました。また、届け出の提出
は完了されていないようですが、申請法人の方々には必ず届け出を完了するよう再三お
伝えさせていただいています。今後も企画管理課と情報共有を行い、届け出完了まで確
認を行っていきます。

№５・６・12についてまとめて説明いたします。４件の申請農地の転用について、現地確認
の上、問題ないと思います。また、隣地の民家への配慮に伴う指導や、農地の水路への
要望等をさせていただきましところ、きちんと対応していただけるとのことで転用について
問題ないと判断いたしました。

今回の太陽光発電施設の転用がたくさんありますが、市企画管理課への届け出につい
ては、どこまでの範囲において届け出されているのでしょうか。また、事務局としてはどこま
で把握できていますか。

ほかにご意見ございませんか。

№14　鞆田地区、所在地は湯舟の田１筆、畑１筆、合計２筆、面積は合計193㎡、転用し
ようとする地目は宅地です。使用貸人は湯舟の○○○○さん、使用借人は○○○○さん
で親子間での30年間の使用貸借権が設定されています。施設の概要は居宅１棟の新築
です。申請地は、阿山Ｂ＆Ｇ海洋センターから西へ800ｍに位置する10ｈａ未満の基盤整
備されていない小規模な農地であることから、第２種農地と判断します。当該農地は以前
から休耕地となっており、使用貸人と使用借人が親子の関係であり、隣接する宅地のス
ペースを共用利用できるため、必要最低限の転用となることから、この転用はやむを得な
いものと判断します。申請地の面積240.98㎡に対し、居宅の建築面積は111.79㎡であり、
建ぺい率は46％となり、許可基準の22％を満たしております。土地造成は盛土30㎝以内
で、北側にコンクリートブロックを設置し、土砂及び雨水の流出を防止します。工事計画
は住居を整備するものであり、取水は上水道、汚水・生活排水は合併浄化槽を設置し北
側既設道路側溝へ放流します。雨水についても北側既設道路側溝へ放流します。工事
期間は許可日から令和２年12月31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。

これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

№13　府中地区、所在地は佐那具町の田１筆、面積は1,254㎡、転用しようとする地目は
雑種地です。譲渡人は緑ヶ丘南町の○○○○さん、譲受人は佐那具町の○○○○株式
会社 代表取締役○○○○さんです。施設の概要は、住宅建築用の資材置き場として利
用するものです。申請地は都市計画法第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。既存敷地が手狭なため、新たに
資材置き場として利用できる土地は申請地以外になく、隣接農地を譲り受け拡張し効率
よく利用できることから、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、取水はなく、排水は雨水のみで自然浸透及び既設排水路へ放流
します。工事期間は許可日から令和２年６月30日までとなります。地元地区及び周辺所有
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ないと判断します。

議案第３号№５～12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№５～12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３号№13～17を議題とします。事務局より議案の説明を求めます。
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事務局

事務局

事務局

議長

坂口推進委員

№16　阿保地区、所在地は青山羽根の田２筆、面積は合計647㎡、転用しようとする地目
は雑種地です。譲渡人は愛知県日進市の○○○○さん、譲受人は名張市の株式会社
○○○○ 代表取締役○○○○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西におおむね１ｋｍに位置する周囲を宅
地と山林で囲まれた生産性の低い小規模の一団の農地で、第２種農地と判断します。当
該農地は、周辺の宅地化が著しく、北側はすぐ山林が迫っており農地として利用すること
に生産性がなく、今回の転用はやむを得ないものと判断します。電力会社との協議及び
経済産業省の認定も受けており、転用は確実に行われるものと思われます。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246枚設置し、設置面積は415㎡となります。取水は無く、排水は雨水のみ
で申請地中央に空堀の排水溝を設置し南側にある既存の水路に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ケ月の計画となっています。また、申請地の北側もこ
の後続けて説明しますが太陽光発電施設となり周辺に農地はありません。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、周辺農地への支障はないものと判断します。

№15　中瀬地区、所在地は西明寺の田１筆、面積は227㎡、転用しようとする地目は宅地
です。貸人は西明寺の○○○○さん、借人は服部町の○○○○さんで、施設の概要は、
一般住宅１棟の新築です。申請地は、名阪国道中瀬ＩＣから西へ500ｍに位置しており、
周囲を居宅、水路に分断された生産性の低い狭小の一団の農地で第２種農地と判断し
ます。借人は貸人の孫の夫で、夫婦の居宅を新築する土地を探していたところ、当該農
地を新築に必要な面積だけ分筆し利用する計画で、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考えられます。伊賀市の適
正な土地利用に関する条例による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。住宅の面積は56.88㎡で建ぺい率は25％で適正な建
ぺい率の22％を超えており問題はありません。土地造成は北側に流れる水路との高低差
の関係で若干の盛土を行い、取水は上水道を引込み、排水については、汚水は浄化槽
を設置し既存の水路へ放流、雨水については、雨水桝を設置し既存の水路へ放流及び
自然浸透とします。工事期間は許可日から令和３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、区長、土地改良区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
判断します。

№17　阿保地区、所在地は青山羽根の田２筆、畑１筆、面積は合計491㎡、転用しようと
する地目は雑種地です。譲渡人は青山羽根の○○○○さん、譲受人は名張市の株式会
社○○○○ 代表取締役○○○○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西におおむね１ｋｍに位置する周囲
を宅地と山林で囲まれた生産性の低い小規模の一団の農地で、第２種農地と判断しま
す。当該農地は、周辺の宅地化が著しく、北側はすぐ山林が迫っており農地として利用
することに生産性がなく、今回の転用はやむを得ないものと判断します。電力会社との協
議及び経済産業省の認定も受けており、転用は確実に行われるものと思われます。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248枚設置し、設置面積は418㎡となります。取水は無く、排水は雨
水のみで申請地中央に空堀の排水溝を設置し№16の水路に繋ぎ南側にある既存の水
路に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ケ月の計画となっていま
す。また、申請地の北側に一部農地がありますが、石垣により一段高い畑で問題ありませ
ん。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、周辺農地への支障はないものと判断しま
す。

只今の説明に関連して、府中地区担当委員、鞆田地区担当委員、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。

№13について説明いたします。４月28日に現地を確認しました。現在、○○○○の倉庫
が申請地の隣にあり、倉庫が手狭となり資材置き場として農地を購入されるそうです。土
地は砂利で整地し、雑草は生やさないようにし、雨水排水は既存の水路を利用し放流す
る計画とのことで、特に問題ないと思います。
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森田克委員

西田委員

森本委員

議長

一同

議長

一同

議長

一同

議長

事務局

議長

仁保委員

議長

一同

議長

一同

議長

№１　西柘植地区、所在地は下柘植の田１筆、面積は280㎡、現況は山林です。願出人
は下柘植の○○○○さんです。土地の所在は、名阪国道下柘植ICから西約１ｋｍに位置
しており、周囲が山林に囲まれた整備されていない狭小な農地であることから、第２種農
地と認められます。当該農地は、願出人の所有する地目が山林の土地を含めて、昭和50
年以前に杉を植林し山林として管理されてきたそうです。現地調査を行ったところ、周囲
は山林に囲まれて山林化しており、木の生育状態から20年以上経過していると確認で
き、農地に戻すことは困難であり、非農地として問題ないと確認できました。

（挙手）

全員賛成ですので、議案第５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について説明いたします。４月23日に現地立会いをしました。名阪国道の渡ったとこ
ろにあり、杉の状況は20年以上植えられていると判断でき、農地に戻すことは難しいと考
え、非農地として問題ないと判断しました。

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。

№14について説明いたします。４月27日に現地立会いをしました。親子間での土地の貸
し借りにて、息子が新居を建て、実家に戻ってくるとのことです。周辺農地への支障もな
く、特に問題ないと思います。

全員賛成ですので、議案第３号№13～17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「非農地証明下付願について」を議題とします。議案第５号№１
について事務局より議案の朗読と説明を求めます。

№16と17について併せて説明いたします。現地は耕作されておらず荒れた状態でした。
北側は山、南側は工場団地となっていて、今後も農地としての利用は難しい場所だと思
います。太陽光発電施設として転用し、有効活用するとのことで、やむを得ないと考えま
す。

№15について説明いたします。居宅の新築を建てるのに、孫夫婦が実家の前の畑を利用
することになりました。周辺農地には影響は無く、問題ないと思います。

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。

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。

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３号№13～17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№13～17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）
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事務局

議長

一同

議長

一同

議長

議長

事務局

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、伊賀市農業委員会第36回総会を閉会い
たします。

特にご意見が無いようですので、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。

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110件、再設定13件、所有権移
転１件で、計画面積は合計464,425㎡です。

　　　　　　　　　　　　　　　　（説明）

整理番号344の借り手である伊賀市石川の○○○○さんにつきましては、農業従事者と
して伊賀市で耕作面積がなかったことから、去る5月1日に新規営農面談を行いました。
申請人は、以前から農作業にかかわっていましたが、今回正式に利用権を設定し、本格
的に耕作を行っていく計画であることから、異議はなく、地元と連携し、地元と仲良く農業
を続けていただきたいと意見を付され、特に問題ないと判断され承認を得ました。

№257～336にて賃借人となる「農業生産法人　㈱○○○○」については、農業従事者と
して耕作面積が無かったことから、５月１日に新規面談を行いました。申請法人は、以前
から富永機械共同利用組合として地域で耕作活動を行っていましたが、令和２年３月に
法人を設立し、正式に賃貸借権の設定を行うこととなりました。耕作のメインは水稲であ
り、今まで収穫のほとんどを農協へ出荷されており、今後も同様に耕作を行っていく計画
であることから、特に問題ないと判断され承認を得ました。

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。

続きまして、事務局から「３．その他」として、「１）令和元年度（第６回）農地利用意向調査
状況報告について」と「２）令和２年度農業者年金に係る加入推進部長の選任について」
事務局より説明をお願いします。

「１）令和元年度（第６回）農地利用意向調査状況報告について」
「２）令和２年度農業者年金に係る加入推進部長の選任について」の説明

説明が終わりました。ただ今の説明について、何か意見等はございますか。

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。

異議なし。
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会長

淺　野　潤　憙　　　㊞

議事録署名者

松　山　隆　治　　　　㊞

議事録署名者

令和　２年　６月２９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。

仁　保　　寛　　　㊞
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