
開 催 場 所

会 議 名

出 席 者 淺野 吉岡康 吉岡輝 玉岡 西田 雪岡 藤室 仁保 北出 坂本 森田克

中尾 二谷 森本 中井

坂口 貝増

欠 席 者 木津 森田安 福永 松山 福地 北川 森川 宮嵜

事 務 局 小林 福山 今出 小林 中森 　

議長

事務局

議長

一同

議長

議長

事務局

事務局

議長

議長

事務局

議　　事　　録

議　　　　事

皆様おそろいですので、只今から伊賀市農業委員会第38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。

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。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半数を超えますの
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、14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38回　伊賀市農業委員会総会

13:30～15:00

（計14名）

令和2年7月10日
本庁　4階　406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。７番の藤室委員さん、16番の森田委員
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、
三田地区農地利用最適化推進委員の貝増委員、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５件、筆数は田のみの８筆、面積は合計11,742㎡
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３件、筆数は田のみの４
筆、面積は合計4,226㎡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。

［推進委員］

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№１～６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、所在地は富岡の畑４筆、面積は合計550㎡、譲渡人は津市の亡 〇〇〇
〇さん 相続財産管理人 弁護士 〇〇〇〇さん、譲受人は富岡の〇〇〇〇さんです。譲
受人の耕作面積は396aで、取得後は402a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、コンバイ
ン、田植え機を各１台所有されており、取得後は野菜等を耕作される予定です。申請地
は自宅から約500ｍ、車で約３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。

［コロナ感染対策として最小限の出席としたため］
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№２について説明いたします。こちらも譲渡人に相続人がいないということで、現在申請
地を既に耕作されている〇〇さんが譲り受けるということで特に問題ありません。

№６について説明いたします。６月29日に事務局と現地確認を行いました。譲渡人が既
に菰野町へ転出されていることから、現在は〇〇さんが耕作されており、今後も特に問題
はありません。

№３　三田地区、所在地は三田の田２筆、面積は合計273㎡、譲渡人は三田の〇〇〇〇
さん、譲受人は三田の〇〇〇〇さんです。譲受人の耕作面積は37a、取得後は39a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、妻が30年で常時従事
されています。農機具はトラクター、コンバインを各１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200ｍで利便性もよく、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。

№１について説明いたします。譲渡人には相続人がいないということで地元の方が取得さ
れるということであり、特に問題ありません。

№３～５について説明いたします。６月30日に現地を確認しました。いずれも特に問題あ
りません。

№２　山田地区、所在地は富岡の田１筆と平田の田２筆の合計３筆、面積は合計4,341
㎡、譲渡人は津市の亡 〇〇〇〇さん 相続財産管理人 弁護士 〇〇〇〇さん、譲受人
は富岡の〇〇〇〇さんです。譲受人の耕作面積は271aで、取得後は314a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、コンバインを各2台、田植え機を１台所有されており、以前から譲受人
が水稲を耕作されています。申請地は自宅から約500ｍ、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。

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№１～６ついて、
一括して採決することに異議はございませんか。

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。

№５　三田地区、所在地は野間の田６筆、畑２筆、面積は合計5,220㎡、譲渡人は長崎市
の〇〇〇〇さん、譲受人は野間の〇〇〇〇さんです。譲受人の耕作面積は、83aで取得
後は135a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２人
が10年と1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、田植機を各１台
所有されており、水稲と果樹を耕作される予定です。申請地は全て自宅から車で５分以
内の場所で利便性もよく、現在も譲受人が管理されている農地であ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。なお申請農地にかかる借受人はおりません。

№４　三田地区、所在地は野間の田４筆、畑６筆、面積は合計2,992㎡、譲渡人は長崎市
の〇〇〇〇さん、譲受人は野間の〇〇〇〇さんです。譲受人の耕作面積は30aで取得
後は59a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41年、妻31年、父
71年、母が61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、乾
燥機を各１台所有されており、水稲と野菜を耕作される予定です。申請地は全て自宅か
ら車で２分以内の場所で利便性もよく、現在も譲受人が管理されている農地であることか
ら取得後も効率的に耕作できると認められます。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山田地区担当委員、三田地区担当委員、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。

№６　西柘植地区、所在地は下柘植の田３筆、面積は合計342㎡、譲渡人は菰野町の〇
〇〇〇さん、譲受人は下柘植の〇〇〇〇さんです。譲受人の耕作面積は11aで取得後
は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25年、夫が25年
で常時従事されています。農機具は耕うん機を１台所有されており、野菜を耕作されま
す。申請地は自宅を取り囲むように隣接していて、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。なお、申請農地にかかる借受人はおり
ません。
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異議なし。

№７　花之木地区、所在地は大野木の田1筆　面積は342㎡、譲渡人は上野三之西町の
〇〇〇〇さん、譲受人は兵庫県西宮市の〇〇〇〇さんです。譲受人の耕作面積は435a
で取得後は491a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５年で本人と
雇用者が常時従事されており、農機具は田植機、コンバインを各1台、トラクターを５台所
有されており、許可後は水稲の育苗を行う予定です。近隣の農地も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。本日農業委員さんは欠席ですが、去る６月25日に現地確認を行い、特に
問題はないということで確認をいただきました。

№11　花垣地区、所在地は桂の畑７筆、面積は合計3,799㎡、譲渡人は桂の〇〇〇〇さ
ん他4名、譲受人は予野の農事組合法人〇〇〇〇　代表理事　〇〇〇〇さんです。譲
受人の耕作面積は315aで取得後は353a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、譲受人である〇〇〇〇については、構成員４名が年間200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。農機具は田植機、コンバインを各1台所有し、トラクターを２台所有
し、許可後は小松菜を耕作する予定です。同法人は近隣の地区の農地を複数所有して
おり、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。

只今の説明に関連して、花之木地区担当委員は欠席されていますので、府中地区担当
委員、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。

議案第１号№１～６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。

№９　府中地区、所在地は服部町の田１筆、畑25筆の合計26筆、面積は合計4,455㎡、
譲渡人は服部町の〇〇〇〇さん他9名、譲受人は服部町の〇〇〇〇さんです。譲受人
の耕作面積は152ａで取得後は269ａ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。

№9.10について説明いたします。譲渡人が高齢で農業ができないことから、〇〇さんに
作ってほしいということで特に問題ありません。

№８　花之木地区、所在地は大野木の田５筆、畑３筆　面積は合計5,271㎡、譲渡人は奈
良県高市郡明日香村の〇〇〇〇さん、譲受人は兵庫県西宮市の〇〇〇〇さんです。譲
受人の耕作面積は435aで取得後は491a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５年で本人と雇用者が常時従事されており、農機具は田植機、コンバインを
各１台、トラクターを５台所有されており、許可後は水稲及び畑作物を作付けする予定で
す。近隣の農地も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。本日農業委員さんは欠席ですが、去
る６月25日に現地確認を行い、特に問題はないということで確認をいただきました。

№10　府中地区、所在地は服部町の田4筆、面積は合計で7,311㎡、譲渡人は服部町の
〇〇〇〇さん他1名、譲受人は服部町の〇〇〇〇さんです。譲受人の耕作面積は152ａ
で取得後は269ａ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）

全員賛成ですので、議案第１号№1～６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№７～11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。
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№14　中瀬地区、所在地は羽根の田１筆、面積は1,429㎡、譲渡人は羽根の〇〇〇〇さ
ん、譲受人は羽根の〇〇〇〇さんです。譲受人の耕作面積は514aで取得後は528a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9台、田植え機、コンバインをそれぞれ１台リースされており、
梨栽培を中心に水稲、野菜も耕作されています。現地は自宅から車で1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。

現状の耕作状況はどうなっていますか。

№13及び№14については、交換案件ですので、併せて説明いたします。
№13　中瀬地区、所在地は羽根の田１筆、面積は1,704㎡、譲渡人は羽根の〇〇〇〇さ
ん、譲受人は羽根の〇〇〇〇さんです。譲受人の耕作面積は69aで取得後は86a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。申請地は現在麦の刈り取りが終了したところで、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。

只今の説明に関連して、小田地区担当委員、中瀬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。

現在も伊賀市できちんと耕作されています。

全員賛成ですので、議案第１号№7～11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№12～14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。

議案第１号№7～11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。

№12　小田地区、所在地は小田町の田３筆、畑１筆、面積は田畑合わせて3,444㎡、譲
渡人は沖の〇〇〇〇さん、譲受人は京都府木津川市の〇〇〇〇さんです。譲受人の伊
賀市での耕作面積がなかったため、７月１日に新規営農面談を行いました。申請者の祖
父は、京都府精華町在住で13年前から同地区で営農しており、申請者が大学を中退し、
祖父の手伝いで農業を始めたことが就農のきっかけということです。祖父が耕作する農地
の一部を貸借するとともに３条申請で新たに農地を取得し本格的に農業を始め、祖父が
してきた農業を継ぎたいと意欲的であり、適正に営農されると判断され承認を受けまし
た。祖父が所有している農地の利用権設定も行い本申請の農地と合わせて耕作面積は
８５ａとなり、伊賀市の下限面積について問題ありません。申請人が所有している農機具
はありませんが、祖父が小田地内に倉庫を借りて農機具を所有しており、トラクター、田植
機、コンバイン、乾燥機、もみすり機と一通り揃っています。申請地は自宅から車で５０分
程度かかりますが、農繁期には、車や借りている倉庫で宿泊するなど、通作についても問
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。

（挙手）

№11について説明いたします。６月30日に事務局と立会を行いました。事務局の説明の
とおり野菜を耕作されます。国営パイロット地内の反対側の農地でも野菜を作ってくれて
います。若干荒れた土地だが現在は綺麗にしてくれており、管理をしていくとのことで問
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。

他にご意見はありませんか。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№7～11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。

№７.８について質問します。譲受人が遠方の方だがちゃんと耕作できるのですか。

事務局

家族の通院のために住所は兵庫県に置いてありますが、しっかり耕作されています。
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玉岡委員

西田委員

議長

西田委員

玉岡委員

議長

一同

議長

一同

議長

事務局

事務局

№13.14について説明いたします。〇〇さんの田で梨の栽培をしたいということで、作業
効率を考えた農地の交換であり問題ありません。

№12について質問します。現在耕作している〇〇さんが取得すればいいのになぜ〇〇
さんが取得するのですか。

〇〇さんは現在も祖父の指導を受けながら耕作をしています。世代交代ということで積極
的に農業に従事しており問題ないと考えます。

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。

議案第１号№12～14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）

№２　花之木地区、所在地は大野木の田２筆、面積は合計81㎡、転用しようとする地目は
雑種地です。申請人は上野三之西町の〇〇〇〇さんです。施設の概要は自宅への進
入路及び庭として利用するものです。申請地は高芝公民館から北東に約300ｍに位置
し、周囲を宅地及び山林に囲まれており、基盤整備のされていない狭小な農地であるた
め、いずれの農地区分にも該当しないその他の農地で第２種農地と判断します。当該農
地は既に進入路等として利用していることから顛末書を添付させての申請となります。取
水はなく、排水は雨水のみで、敷地南側の既設排水路へ放流します。以前からこの状態
で利用しているため新たな工事期間はなく、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。なお、本日農業委員さん
は欠席ですが、去る６月25日に現地確認を行い、特に問題はないということで確認をいた
だきました。

全員賛成ですので、議案第１号№12～14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№１～５について、事務局より議案の朗読と説明を求めます。

№12について説明いたしいます。6月29日に現地立会いを行い、内容は事務局の説明
のとおりです。小田の田を取得し農業を孫に引き継ぐということで、孫は今も一緒に農業
をしており頑張って引き継いでくれます。熱心な方で問題ありません。

№１　依那古地区、所在地は沖の田３筆、面積は合計5,496㎡、転用しようとする地目は
宅地及び雑種地です。申請人は平野西町の〇〇〇〇 代表〇〇 〇〇〇〇さんです。施
設の概要は、店舗１棟の新築及び農業用倉庫、駐車場として利用するものです。申請地
は、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、依那古駅から北東に
おおむね500ｍ以内に位置することから、第２種農地と認められます。当該農地は、昭和
62年８月１日頃から米穀倉庫と駐車場として利用されていたため、顛末書を添付しての申
請となっており、今後も引き続き利用されます。申請人が〇〇〇〇であり、地元要望等を
調整した経緯を踏まえた新支店建設の計画であり、必要性と緊急性が認められることか
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。また、伊賀市の適正な
土地利用に関する条例による特定開発事業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。転用計画につきましては、農業用倉庫と駐車場は引き続き利
用され、既にｺﾝｸﾘｰﾄ造成された土地における開発であるため土地造成は行いません。
取水は上水道、支店からの雑排水は合併浄化槽を設けて既設水路に放流、雨水排水も
既設水路へ放流する計画となっております。工事期間は、支店建築のみで許可日から６
ケ月となっております。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。

他にご意見はありませんか。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№12～14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。
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事務局

事務局

事務局

議長

藤室委員

玉岡委員

№５　中瀬地区、所在地は荒木、西明寺の畑２筆、面積は合計899㎡、転用しようとする
地目は山林です。申請人は西明寺の〇〇〇〇さんで施設の概要は檜の植林で山林とし
て利用するものです。申請地は、名阪国道中瀬インターから南に1.0㎞に位置する山林、
原野、雑種地、宅地に囲まれた10ha未満の小規模な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。昭和55年頃に檜を植林
しそのまま成長しているため、山林化している状態で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、雨水のみで自然浸透により排水し
ています。現在も伐採されず山林として利用しているため顛末書を添付させての申請で
ございます。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、下荒木、南西明寺、西明寺区長からの同意も得られており、周辺
農地に支障はないものと判断します。

№４　中瀬地区、所在地は西明寺の田１筆、畑１筆、面積は田畑合わせて663㎡、転用し
ようとする地目は宅地及び雑種地です。申請人は西明寺の〇〇〇〇さんで施設の概要
は倉庫、車庫、賃貸駐車場として利用するものです。申請地は、名阪国道中瀬インター
から西に1.6㎞に位置する宅地に囲まれた10ha未満の小規模な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。周囲は市街
化が進んでおり、居宅のすぐ隣で便利もよく、昭和38年頃にキノコ栽培のためにプレハブ
とビニールハウスを建築し、周囲に車庫及び駐車場を設置しました。現在は、キノコ栽培
は行っていないためプレハブ、ビニールハウスは倉庫として残っている状態で今回の転
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、取水は立水栓が２か所
あるが、１か所は井戸水が枯れ止まっており、もう一か所は上水を引き込んでいる。水撒
きや洗車に利用する程度で、排水設備はなく雨水とともに自然浸透及び既存水路に放
流します。現在もプレハブの倉庫や車庫はそのまま残っており、駐車場は賃貸として利
用しているため顛末書を添付させての申請でございます。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、区長からの同意も得
られており、周辺農地に支障はないものと判断します。

只今の説明に関連して、花之木地区担当委員は欠席されておりますので、依那古地区
担当委員、久米地区担当委員、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。

№１について説明いたします。６月24日立会いを実施しました。〇〇の支店の耐震性に
問題があるため現在倉庫がある土地の空きスペースに店舗を移すということで、圃場整
備を行った時に購入したものの地目が田のままになっていたとのことです。申請地は３筆
に分かれているため、駐車場は雑種地に、農業用倉庫と店舗は宅地に転用すると確認
済みです。造成は既に行われており新たに造成は行わないそうです。

№３　久米地区、所在地は木興町の畑1筆、面積は32㎡、転用しようとする地目は雑種地
です。申請人は津市の〇〇〇〇さんで施設の概要は賃貸駐車場12台分として利用する
ものです。申請地は、伊賀市役所から北西に1.6㎞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。申請地周辺地区は、道幅が狭く居宅まで車で到達することが困難なところも有、駐車
場の需要が多く、申請地北側は既に駐車場になっており一体利用し賃貸駐車場として転
用することはやむを得ないものと判断します。事業計画、土地利用計画図などから転用
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、転圧のみで、取水は無く、排水は雨水のみで、自然流下及び既設水路へ放流する
計画となっております。工事期間は許可日から9月末までの計画となっています。隣接農
地はなく隣接所有者には事業計画について説明済みで了承も得ています。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いたします。

№３について説明いたします。６月29日に現地立会いをしました。現在更地となっている
畑を分筆して駐車場にするというもので、周囲の道路幅は狭く駐車場が必要な地域で
す。周囲からの要望もあるそうです。場所的にも問題ありません。
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議長
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№１についてですが、建てた時に地目変更していないのですか。

（挙手）

№５について説明いたします。以前から檜を植え、山林化しているため、地目を山林に転
用するということで問題ないと思います。

議案第２号№１～５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。

全員賛成ですので、議案第２号№１～５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「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№1～6について、事務局より議案の朗読と説明を求めます。

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。

転用許可としては出ていたかもしれませんが、当時のことがわからず、資料もない状態で
す。圃場整備の時は田であったことは間違いありませんが、詳細がわからないため今回
申請をやり直すことになりました。

他にご意見はありませんか。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２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。

№４について説明いたします。〇〇さんの家の周辺であり、既にキノコ栽培の倉庫と車庫
があります。この際農業を廃業して駐車場として利用したい。顛末書も出ており、問題な
いと思います。

№１　依那古地区、所在地は市部の畑１筆、面積は163㎡、転用しようとする地目は宅地
です。貸人は市部の〇〇〇〇さん、借人は市部の〇〇〇〇さんで、祖父と孫による30年
間の使用貸借権の設定がなされます。施設の概要は、居宅１棟の新築です。申請地は、
市部駅から東におおむね500ｍ以内に位置することから、第２種農地と認められます。家
族が増えたことにより実家が手狭となってきており、当該農地は、実家のすぐ南側と利便
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、取水は上水道、排水につ
いては、汚水・雑排水は下水道へ放流、雨水は既設水路へ放流いたします。一体利用
地の宅地を含む全体面積183.39㎡に対し、建築面積は67.52㎡となっており、建ぺい率
は36.81％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。工事期間は令和
２年８月20日から令和２年12月10日までの予定となっております。地元地区及び水利組
合、隣地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。

№２　三田地区、所在地は三田の田１筆、面積は143㎡、転用しようとする地目は雑種地
です。譲渡人は三田の〇〇〇〇さん、譲受人は上野丸之内の〇〇〇〇株式会社　代表
取締役〇〇〇〇さんです。施設の概要は、従業員及び来訪者用駐車場として利用する
ものです。申請地はJR伊賀上野駅から東に約900ｍ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ため、第３種農地と判断します。譲受人の
事業所に隣接して利便性が良いため駐車場の増設を行う計画で、他に代替地がないこ
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、敷地境界線より50ｃｍ控
えてコンクリート擁壁を設置し、約１ｍ盛土して工場敷地とレベルを合わせます。またコン
クリート擁壁と敷地境界線の間にはＵ字溝を新設し既存水路に接続します。取水はなく
排水は雨水のみで、新設した水路より放流する計画となっています。地元地区及び隣接
する農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。
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事務局

事務局

事務局

事務局

№２　三田地区、所在地は三田の田１筆、面積は143㎡、転用しようとする地目は雑種地
です。譲渡人は三田の〇〇〇〇さん、譲受人は上野丸之内の〇〇〇〇株式会社　代表
取締役　〇〇〇〇さんです。施設の概要は、従業員及び来訪者用駐車場として利用す
るものです。申請地はJR伊賀上野駅から東に約900ｍ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ため、第３種農地と判断します。譲受人
の事業所に隣接して利便性が良いため駐車場の増設を行う計画で、他に代替地がない
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、敷地境界線より50ｃｍ
控えてコンクリート擁壁を設置し、約１ｍ盛土して工場敷地とレベルを合わせます。またコ
ンクリート擁壁と敷地境界線の間にはＵ字溝を新設し既存水路に接続します。取水はな
く排水は雨水のみで、新設した水路より放流する計画となっています。地元地区及び隣
接する農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　友生地区、所在地は生琉里の田１筆、面積は906㎡、転用しようとする地目は宅地
です。譲渡人は生琉里の〇〇〇〇さん、譲受人は天理市の〇〇〇〇さんです。施設の
概要は、共同住宅２棟の新築及び駐車場を整備するものです。申請地は、伊賀市文化
会館から西へ約200ｍ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
定められているため第3種農地と判断します。申請地は市街化の傾向が著しい地域で周
囲は宅地に囲まれており、農地としては生産性が低くまた用水もない場所であるため、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
による軽易な建築開発事業等届出書が提出されており、転用は確実に行われるものと思
われます。敷地面積に対し駐車場面積が557.72㎡、建築面積が287.58㎡で建ぺい率は
31.74％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。土地造成は整地の
みで、舗装を行い、取水は申請地西側から上水道を引き込み、排水については、雑排水
は合併浄化槽を設置して雨水とともに申請地西側に隣接する既設水路へ放流します。
工B91:M92事期間は令和３年３月31日までとなっております。地元地区及び周辺土地所
有者には事業計画を説明済みで同意も得られており、周辺の農地に対して支障はありま
せん。

№４　壬生野地区、所在地は川西の田１筆、面積は596㎡、転用しようとする地目は雑種
地です。譲渡人は川西の〇〇〇〇さん、譲受人は菖蒲池の株式会社〇〇〇〇　代表取
締役　〇〇〇〇さんです。施設の概要は、大型トラック・トレーラーの駐車場として利用す
るものです。申請地は、名阪国道御代インターから西に約500ｍに位置し、譲受人の工場
と名阪国道、一級河川滝川に囲まれた狭小な農地であるため、第２種農地と判断しま
す。現在の工場兼倉庫については駐車場狭く使い勝手が悪いことから、隣接する申請地
を駐車場として拡張することで事業効率が向上するとのことで、他に代替地がないことか
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。工事期間は、許可日から１
か月の計画です。工事計画につきましては、土地造成は整地のみで、北側を進入路とし
て整備します。取水、汚水排水は無く、雨水は自然浸透及び南側既設水路へ放流しま
す。区や土地改良区、水利組合及び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　花之木地区、所在地は大内の畑1筆、面積は646㎡です。貸人は大内の〇〇〇〇
さん、借人は〇〇〇〇さんで親子間での使用貸借権設定がなされています。転用しよう
とする地目は宅地です。施設の概要は、農家住宅の新築及び駐車場、農作業スペース
として利用するものです。申請地は大内集落センターから東へ250ｍに位置する農地で、
周囲を宅地に囲まれており、基盤整備されていない狭小な農地であることから、いずれの
農地区分にも該当しないその他の農地で、第2種農地と判断します。母屋と隣接してお
り、申請地以外に宅地として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
ます。申請地の農地の面積は646㎡で駐車スペース及び農作業スペースを除く282㎡の
内建築面積は136㎡で建ぺい率は48％となり適正な建ぺい率の22％を超えており問題
はございません。土地造成は整地のみで、雨水は既設水路へ放流します。取水につい
ては上水道を利用し、汚水排水は集落排水管へ接続します。工事期間は令和２年３月
30日から令和２年12月31日までの計画で、一部工事を実施していることから顛末書を添
付させての申請となります。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。なお、本日農業委員さんは欠席ですが、
去る6月25日に現地確認を行い、特に問題はないということで確認をいただきました。
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議長

藤室委員

貝増推進委員

雪岡委員

北出委員

議長

一同

議長

一同

議長

一同

議長

事務局

事務局

只今の説明に関連して、花之木地区担当委員は欠席されておりますので、依那古地区
担当委員、三田地区担当委員、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。

№４についてご説明いたします。６月29日に現地を確認しました。工場と倉庫に隣接し駐
車場にするということで、周囲の農地への影響もなく全く問題ありません。

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。

異議なし。

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№１～６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№１～６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№７～13を議題とします。事務局より議案の説明を求めます。

№７　府中地区、所在地は千歳の田１筆で面積は1,341㎡です。譲渡人は千歳の〇〇〇
〇さん、譲受人は愛知県豊田市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。申請地は旧佐那具保育
所から南東へ750ｍ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。現在も休耕地であ
り、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ます。工事期間は許可
日から1カ月の計画です。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、マウンドを施工し土砂の流出を防ぎます。取水はなく排水は
雨水のみで自然浸透及び勾配を設け既設水路へ放流する計画です。太陽光パネルを
324枚設置し、設置面積は528.12㎡であり、周辺所有者からの要望を受けセットバックし
た面積を除いた結果、設置割合は40％を超えます。地元地区、水利組合及び周辺所有
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。また、
市建設部企画管理課へ届出書が提出されています。

№８　府中地区、所在地は佐那具町の田1筆で1,511㎡です。譲渡人は佐那具町の〇〇
〇〇さん、譲受人は愛知県豊田市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。申請地は旧佐那具保
育所から東へ600ｍ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。現在も休耕地であ
り、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ます。工事期間は許可
日から1カ月の計画です。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、マウンドを施工し土砂の流出を防ぎます。取水はなく排水は
雨水のみで自然浸透及び勾配を設け既設水路へ放流する計画です。太陽光パネルを
324枚設置し、設置面積は528.12㎡であり、周辺所有者からの要望を受けセットバックし
た面積を除いた結果、設置割合は40％を超えます。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。また、市建設部企
画管理課へ届出書が提出されています。

議案第３号№１～６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。

（挙手）

№１について説明いたします。６月24日現地立会いを実施しました。子供が帰ってくること
から住宅を建てるということで、母屋の南に農地がありこの場所以外に建築できる場所が
ないことから転用はやむを得ないと考えます。

№２について説明いたします。６月30日に現地立会いを実施しました。事務局の説明のと
おり内容も特に問題ありません。

№３についてご説明いたします。６月25日に現地立会いを行いました。周囲も市街化して
おり、説明のとおりやむを得ないものと考えます。
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事務局

事務局

事務局

事務局

№10　府中地区、所在地は佐那具町の畑1筆、面積は152㎡、譲渡人は佐那具町の〇〇
〇〇さんです。譲受人は津市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、病院用の駐車場を設置し利用するものです。申請地は旧佐那具保
育所から東へ150ｍ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。当該農地は以前か
ら遊休農地となっており、今後も管理が難しく、近隣で駐車場としての代替地がないこと
から、この農地を転用することはやむを得ないものと考えられます。転用計画としまして
は、病院の増築計画に伴い、現在の駐車場では狭くなるため駐車場５台分を整備する計
画となっています。工事期間は令和２年８月１日から令和２年９月１日までの計画です。
工事計画としては、駐車場を確保するための整地を行います。取水もなく、排水は雨水
のみで自然浸透及び病院敷地内の排水路と連結し既設排水路へ安全に放流する計画
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。

№12　花垣地区、所在地は予野の畑1筆、面積は1,060㎡、譲渡人は予野の〇〇〇〇さ
んです。譲受人は大阪府藤井寺市の〇〇〇〇株式会社　代表取締役　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、隣接する工場の資材置場とし
て利用するものです。
　申請地は伊賀市農業公園から南西へ200ｍに位置する農地で、土地改良事業又はこ
れに準ずる事業で、特定土地改良事業等の施行に係る区域内にある農地であることから
第１種農地となりますが、既存施設の面積3,187.82㎡の2分の1を超えない拡張による転
用であることから、例外的な許可に当てはまり問題ありません。当該農地は既に資材置場
として利用していることから顛末書を添付させての申請となります。申請箇所については
取水はなく、排水は雨水のみで、敷地東側の既設水路へ集水し放流します。以前からこ
の状態で利用しているため新たな工事期間はなく、地元地区、水利組合、土地改良区及
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。

№11　府中地区、所在地は佐那具町の畑1筆、面積は19㎡、譲渡人は佐那具町の〇〇
〇〇さんです。譲受人は佐那具町の〇〇〇〇さんです。転用しようとする地目は宅地で
す。申請地は旧佐那具保育所から東へ150ｍ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。当該農地は既に自宅の一部として利用していることから顛末書を添付させての申
請となります。申請箇所については取水はなく、排水は雨水のみで、雨水排水桝へ放流
します。溢れた水についても、東側へ一部流出することについて隣接地所有者の同意を
得ています。以前からこの状態で利用しているため新たな工事期間はなく、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。

№９　府中地区、所在地は佐那具町の田１筆で779㎡です。譲渡人は佐那具町の〇〇〇
〇さん、譲受人は神奈川県横須賀市の株式会社〇〇〇〇　代表取締役　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。申請地は旧佐那具保育所から東へ650ｍ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。現在も休耕地であり、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
のと判断します。工事期間は許可日から1カ月の計画です。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、マウンドを施工し土砂の流出
を防ぎます。取水はなく排水は雨水のみで自然浸透及び勾配を設け既設水路へ放流す
る計画です。太陽光パネルを220枚設置し、設置面積は358.6㎡であり、設置割合は40％
を超えます。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。
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事務局

議長

坂口推進委員

坂口推進委員

坂口推進委員

淺野委員

淺野委員

議長

西田委員

事務局

西田委員

事務局

西田委員

事務局

議長

一同

議長

一同

議長

第１種農地を顛末書で転用というのはどういうことですか。

事前に農業振興地域の除外手続きを済ませておりますが、転用の手続きを忘れたまま先
に転用を行ってしまったことによるものです。

農業振興地域から除外した時期はいつ頃ですか。

№８.９について説明します。こちらは畔も細く荒れ地になっているところを太陽光発電施
設で活用するもので、事務局の説明のとおりです。

№10.11について説明します。〇〇〇〇の駐車場で顛末書のとおりです。排水も低いほう
へ集水しており特に問題はありません。

議案第３号№７～13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。

№13について説明します。太陽光施設について事務局の説明のとおりで特に問題ありま
せん。

№13　花垣地区、所在地は白樫の田2筆で合計2,723㎡です。譲渡人は奈良県山辺郡
山添村の〇〇〇〇さん、譲受人は東京都渋谷区の〇〇〇〇株式会社　代表取締役
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。
　申請地は名阪国道　白樫ＩＣから北西へ2.5㎞に位置する農地で、周囲を宅地及び山
林に囲まれており、10ha未満の小規模な農地集団の属する基盤整備されていない農地
であることから、いずれの農地区分にも該当しないその他の農地で、第２種農地と判断し
ます。現在も休耕地であり、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
します。工事期間は令和２年10月１日から令和２年12月31日までです。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、土留め工事を行
い土砂の流出を防ぎます。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304枚設置し、設置面積は497㎡であり、作業者用の駐車場、メンテナンスス
ペース、資材置場、パネル間影を除いた結果、設置割合は40％を超えます。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。また、市建設部企画管理課へ届出書が提出されています。

（挙手）

全員賛成ですので、議案第３号№７～13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№14～17を議題とします。事務局より議案の説明を求めます。

只今の説明に関連して府中地区担当委員、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。

№７について説明します。佐那具の郵便局から大山田へ抜ける道のところで、田も小さく
耕作しづらいことから太陽光で利用したいとのことです。

№12について質問します。第１種農地という説明でしたが、これは圃場整備されている場
所ですか。

その通りです。

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。

他にご意見はありませんか。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№７～13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。

今年の３月でございます。

№12について説明します。６月30日、現地立会いを実施しました。既にできてしまってい
るため顛末書を出しており、内容も何ら問題ありません。
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事務局

事務局

№16　鞆田地区、所在地は上友田の田3筆、畑1筆で合計735㎡です。譲渡人は上友田
の〇〇〇〇さん、譲受人は埼玉県春日部市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。申請地は上
友田運動公園から南東へ200ｍに位置する農地で、申請地を含む農地集団は10ha未満
の小規模な農地の集団にあり基盤整備されていない農地であるため、いずれの農地区
分にも該当しないその他の農地で第２種農地と判断します。現在も休耕地であり、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ます。工事期間は許可日から1カ
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、マウンドを施工し土砂の流出を防ぎます。取水はなく排水は雨水のみで
自然浸透及び勾配を設け既設水路へ放流する計画です。太陽光パネルを288枚設置
し、設置面積は469.44㎡であり、設置割合は40％を超えます。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。

№15　鞆田地区、所在地は上友田の田1筆で175㎡です。譲渡人は上友田の〇〇〇〇さ
ん、譲受人は京都府八幡市の株式会社〇〇〇〇　代表取締役　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。申請地は上友田運動公園から南東へ200ｍに位置する農地で、申請地を含む農
地集団は10ha未満の小規模な農地の集団にあり基盤整備されていない農地であるた
め、いずれの農地区分にも該当しないその他の農地第２種農地と判断します。現在も休
耕地であり、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ます。工事
期間は許可日から1カ月の計画です。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、マウンドを施工し土砂の流出を防ぎます。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144枚設置し、設置面積
は234.72㎡であり、設置割合は40％を超えます。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。

№14　鞆田地区、所在地は上友田の田1筆、畑1筆で合計304㎡です。譲渡人は上友田
の〇〇〇〇さん、譲受人は京都府八幡市の株式会社〇〇〇〇　代表取締役　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。申請地は上友田運動公園から南東へ200ｍに位置する農地で、申請
地を含む農地集団は10ha未満の小規模な農地の集団にあり基盤整備されていない農地
であるため、いずれの農地区分にも該当しないその他の農地第２種農地と判断します。
現在も休耕地であり、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
いくことで、この農地を転用することはやむを得ないと考えられます。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ます。工
事期間は許可日から1カ月の計画です。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、マウンドを施工し土砂の流出を防ぎます。取水は
なく排水は雨水のみで自然浸透及び勾配を設け既設水路へ放流する計画です。太陽
光パネルを100枚設置し、設置面積は163㎡であり、設置割合は40％を超えます。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。
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№17について説明します。宅地と隣接した駐車場と進入路ということで特に問題はありま
せん。

№18　小田地区、所在地は小田町の畑１筆、面積は659㎡、転用しようとする地目は宅地
です。譲渡人は上野丸之内の〇〇〇〇さん、譲受人は奈良県天理市の〇〇〇〇さん、
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、〇〇〇〇の北側の堤
防との間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。申請地の北側は〇〇川の堤防に接し、
周辺に農地はなく、本申請地も長期にわたり休耕しており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。伊賀市の適正な土地利用に
関する条例による軽易な建築開発事業等届出書が提出されており、転用は確実に行わ
れるものと思われます。全体面積に対し、駐車場面積は112.5㎡、建築面積は200.40㎡と
なっており、建ぺい率は36.7％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。土地造成は整地のみで、舗装を行い、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下水道へ放流、雨水は既設水路へ放流いたします。工事期間は許
可日から令和３年１月31日までとなっております。地元地区、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ます。隣接農地はなく、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。

№15.16について説明します。№14と同一箇所であり先ほどの事務局の説明のとおりで特
に問題はありません。

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。

№14について説明します。6月24日に現地立会を行いました。排水について地元に迷惑
をかけないように整備するとのことで、事務局の説明のとおりで特に問題はありません。

№17　鞆田地区、所在地は西湯舟の田2筆、面積は合計269㎡、譲渡人は西湯舟の〇〇
〇〇さん、譲受人は西湯舟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、駐車場及び進入路として利用するものです。申請地は〇〇〇〇に近接
する農地で、近接する一団の農地とは土性が異なる別団の農地であり、基盤整備がされ
ていない狭小な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、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、今後も管理が
難しく、近隣で駐車場としての代替地がないことから、この農地を転用することはやむを
得ないものと考えられます。転用計画としましては、自己及び来客用の駐車場として５台
分を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２年８月末日までの計画
です。工事計画としては、駐車場を確保するための整地を行います。取水もなく、排水は
雨水のみで自然浸透及び既設排水路へ安全に放流する計画です。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。

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№14～17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。

議案第３号№14～17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）

全員賛成ですので、議案第３号№14～17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３号№18～24を議題とします。事務局より議案の説明を求めま
す。

異議なし。
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№19　久米地区、所在地は木興町の畑１筆、面積は92㎡、転用しようとする地目は宅地
です。譲渡人は津市の〇〇〇〇さん、譲受人は甲賀市水口町の〇〇〇〇さん、施設の
概要は、一般住宅１棟の新築です。申請地は、伊賀市役所から北西に1.6㎞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。譲受人は、現在甲賀市在住ですが、柘植地区にある会社
に勤務しており、伊賀市で家族の居宅を新築する土地を探していたところ、出勤など条
件が合う土地が見つかり、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61.27㎡で建ぺい率は29％で適正な建ぺい率の22％を超えてお
り問題はありません。土地造成は地盤の締固めを行い土砂の流出、堆積を防ぎます。接
道する道路幅が狭いため、東側、南側はセットバックを行う計画となっています。既設の
道路側溝はそのまま存置し雨水の排水に利用します。取水は上水道を引込み、汚水は
浄化槽を設置し既存の道路内本管へ放流します。工事期間は許可日から令和２年12月
30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、隣接農地はなく、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。

№20　中瀬地区、所在地は西明寺の畑１筆、面積は181㎡、転用しようとする地目は雑種
地です。譲渡人は西明寺の〇〇〇〇さん、譲受人は西明寺の〇〇〇〇さん、〇〇〇〇
さんです。施設の概要は雑貨店用駐車場６台分として利用するものです。申請地は、名
阪国道中瀬インターから南に1.0㎞に位置する山林、原野、雑種地、宅地に囲まれた
10ha未満の小規模な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。当該農地は、譲受人の居宅及び経営する雑貨店のす
ぐ横の土地で、周辺は宅地造成された営農条件の悪い農地のため、自営業のための駐
車場として利用することは合理的で利便性もよく、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50cm盛土して整地を行い、取水はなく、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。既設の進入路を利用し駐車場に進入するた
め接道等について問題ありません。工事期間は許可日から令和２年８月末までとなって
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。

№21　中瀬地区、所在地は高畑の畑１筆、面積は43㎡、転用しようとする地目は雑種地
です。譲渡人は高畑の〇〇〇〇さん、譲受人は高畑の〇〇〇〇さん、〇〇〇〇さん、〇
〇〇〇さんです。施設の概要は地区のごみ集積場として利用するものです。申請地は、
名阪国道中瀬インターから北西に600ｍに位置する宅地、川、山林に囲まれた10ha未満
の小規模な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。当該農地は、交通量の多い幹線道路沿いの土地で、面積も狭く営
農条件の悪い農地のため、幹線道路沿いでもあることから地区のごみ集積場として利用
することは合理的で利便性もよく、今回の転用はやむを得ないものと考えられます。土地
造成は道路のレベルまで盛土して整地を行い集積場まで車で出入りできるようにします。
取水はなく、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。進入路
は伊賀市の公衆用道路に接しているため接道等について問題ありません。工事期間は
許可日から令和２年９月末までとなっています。また、区からの申請でもあり、周辺地域へ
の支障はないものと判断します。
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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、南側で隣接する農地とは
畦畔で境界が明確で一段高くなっており、土砂等の流出はなく問題ないと判断します。
東側に隣接する農地は、公図と実際の土地の形状が異なり、境界は杭で示されている
が、隣地の耕作に影響が出ないように太陽光パネルは設置せず、土地の形状を残したま
ま管理用地とする計画です。太陽光施設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、558.72㎡設置し、パネル設置利用率は50.6％となります。取水は無く、排
水は雨水のみで自然浸透で排水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、施工業者の説明によると、隣接農地所有者に可能な限り
で事業説明を行っており、関係者に承諾を得ています。転用後の管理については、地上
権者が草刈り等の管理を行い、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。事業期間終了後は地上権者が太陽光施設の撤去
を行い原状復帰して所有者に変換するものです。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いたします。

事務局

№22　島ケ原地区、所在地は島ケ原の畑２筆、面積は合計208㎡、転用しようとする地目
は雑種地です。譲渡人は島ケ原の〇〇〇〇さん、譲受人は島ケ原の〇〇〇〇さんで
す。施設の概要は進入路の拡張及び駐車場として利用するものです。申請地は、伊賀
市役所島ケ原支所から北に1.8㎞に位置する川と宅地に囲まれた10ha未満の小規模な
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。当該農地は、譲受人の居宅のすぐ横の土地で、周辺は宅地に分断された
畑が点在する営農条件の悪い農地で、山間部にも近いため獣害が酷く農地として利用
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、コンクリートブロックで土砂及び雨水の流出を防ぎます。取水はなく、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。申請地の７６６番１は７６６番２
と境界未確定地となっており、境界関係者により立会を行い境界の確認を行っています。
既設の進入路の拡幅のため駐車場への進入について接道等の問題はありません。工事
期間は許可日から令和２年10月末までとなっています。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。

№23　阿保地区、所在地は阿保の田１筆、面積は281㎡、転用しようとする地目は宅地で
す。譲渡人は阿保の〇〇〇〇さん、譲受人は阿保の〇〇〇〇さんで、施設の概要は、
一般住宅１棟の新築です。申請地は、伊賀市役所青山支所から南西におおむね300ｍ
以内に位置するため、第３種農地と判断します。申請人は同地区で居住しているが、子
供の学校区のため同地区で居宅を新築する土地を探していたところ、当該農地を譲って
いただけることになり、生活圏もこれまでと変わらず、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軽易な建築開発事業等届出書が提出されており、転
用は確実に行われるものと思われます。全体面積に対し、建築面積は64.59㎡で建ぺい
率は22.99％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。土地造成は地
盤改良、整地を行います。申請地周辺にブロック塀を設置し土砂等の流出を防ぎます。
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、前面のナンガン水
路に放流、雨水は集水し、既設の前面道路側溝に放流します。工事期間は許可日から
令和３年１月末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。

№24　阿保地区、所在地は別府の田１筆、面積は1,104㎡、転用しようとする地目は雑種
地です。地上権設定者（所有者）は別府の〇〇〇〇さん、地上権者は名張市の株式会
社〇〇〇〇　代表取締役〇〇〇〇さんで、施設の概要は太陽光発電施設として地上権
設定期間20年間利用するものです。申請地は、近鉄青山駅から北東約700ｍに位置して
おり、宅地と山林、鉄道に分断された10ｈａ未満の一団の農地でいずれの要件にも該当
しない第２種農地と判断します。当該農地は、北側に迫る山林の影響で獣害が増え、生
産性も悪く、所有者が耕作を断念し、今後も管理ができないということから、農地の処分を
検討していたところ、太陽光発電事業により投資を行っている受人が農地を譲り受けるこ
ととなり、また申請地の周辺は太陽光発電施設への転用も増えてきたことから、今回の転
用はやむを得ないものと考えられます。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。
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№２　布引地区、所在地は奥馬野の畑９筆、面積は合計1,123.83㎡、現況は山林です。
願出人は鈴鹿市の〇〇〇〇さんです。場所は、ライトピアおおやまだから南東約500ｍ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、50
年以前から檜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、当
該農地は既に山林化しており、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ことを確認しました。

№３　種生地区、所在地は老川の畑１筆、面積は654㎡、現況は山林で、檜が植林されて
います。願出人は桐ケ丘の〇〇〇〇さんです。場所は、伊賀市役所青山支所から南東
約3.2ｋｍ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、平成５年
頃に檜を植林し現在に至っており、檜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㎝になる檜が植林されており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した。

№24について説明します。獣害が酷い場所で、周囲でも太陽光発電施設として利用され
ているところが多いため転用は問題ないと考えます。

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№18～24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№18～24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。

（挙手）

№18について説明いたします。６月29日に現地立会いを行い、内容は事務局の説明のと
おりで、前が道路に面しており特に問題ないと判断しました。

№19について説明します。甲賀市水口の方ですが、市内で勤務されており住宅の建築も
問題ありません。

№20について説明します。名阪国道の側道に面した農地ですが、長らく耕作していない
ところです。特に問題ありません。

№21について説明します。道路に面した農地の一画をごみ集積場として利用したいとい
うことで問題ありません。

№22について説明します。7月2日に現地確認を行いました。周辺の承諾もあり事務局の
説明のとおり問題ありません。

№23について説明します。周囲は宅地化している場所ですので住宅の建築は何ら問題
ないと考えます。

全員賛成ですので、議案第３号№18～24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。

只今の説明に関連して小田・久米地区担当委員、中瀬地区担当委員、島ヶ原地区担当
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。

№１　山田地区、所在地は炊村の畑１筆、面積は413㎡、現況は宅地です。願出人は炊
村の〇〇〇〇さんです。場所は、大山田工業団地内の一番西側に位置する旧いがまち
の川西地区との境界にあり、基盤整備のされていない小規模農地集団の一角であること
から、第２種農地と認められます。申請地は、平成11年以前からに倉庫事業所の事務所
を建築し、宅地として利用されています。公正証書からも同様に確認できております。現
地調査を行ったところ、現在も事務所として利用されており、農地に戻すことは困難であ
り、非農地として問題はないと確認できました。
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議長

中尾委員

二谷委員

中井委員

議長

一同

議長

一同

議長

議長

西田委員

事務局

西田委員

淺野委員

議長

一同

議長

議長

事務局

わざわざ四日市市から伊賀市まで来ているのですか。

作業員は神戸に住んでおりますし、作付けも野菜類をしっかり耕作されています。

№２について説明します。６月23日に現地を確認しました。所有者は鈴鹿市の方ですが、
植林後50年以上経過しており、全て檜を生育しており、非農地と認められると考えます。

22ページの〇〇について質問します。四日市市の会社が伊賀で耕作されているのです
か。

以前から耕作されており、今回は利用権再設定になります。

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。

以上の農用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。

異議なし。

これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

№３について説明します。事務局の説明のとおり植林により山林化しており農地に戻すの
は困難であると思います。

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。

（挙手）

全員賛成ですので、議案第４号№１～３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５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。

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10件、再設定25件で、計画面積
は合計112,575㎡です。
　　　　　（説明）

24ページをご覧ください。整理番号389の借り手である伊賀市阿保の〇〇〇〇さんにつ
きましては、伊賀市での耕作面積がなかったため、７月１日に新規営農面談を行いまし
た。申請者は健康状態から仕事をしていませんでしたが、農業に携わりながら健康管理
を行い、予てからの夢である自身が耕作した米でお酒の醸造をしたいとの思いが就農の
きっかけとなりました。居住地周辺の農地を借りて醸造に必要な水稲の耕作と、水が入ら
ない水稲の耕作が困難なところでは瓜など漬物の原材料になるものを耕作する予定で
す。農機具は当面は農業について師事する方に借りる計画で、農業についての知識を
学ぶ姿勢など意欲的であり、適正に営農されると判断され承認を受けました。

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。

（挙手）

№１について説明します。事務局の説明のとおりで問題ありません。

只今の説明に関連して、山田地区担当委員、布引地区担当委員、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。

他にご意見はございませんか。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５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。

全員賛成ですので、議案第５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。
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議長

淺野会長

㊞

㊞

㊞

最後に、私は今回をもちましてこの職を退席させていただくことになりました。長い間お世
話になりありがとうございました。これからの農業委員会も次の新しい委員さん達がしっか
りやってくれると確信しております。　本当に長い間ありがとうございました。

森田　克義

会長

議事録署名者

議事録署名者

淺野　潤憙

藤室　明生

令和2年9月10日

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38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。
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