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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］

［推進委員］

農地法第５条の申請を提出する方が対象となる土地の利用権設定を調べて事前に合意
解約の手続きを行うべきであるが、今回申請された土地を調べる中で利用権設定されて
いることが分かったので前後したと考える。本来は事前に状況を把握し対応していただき
たい。

他にないでしょうか。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№１～４について事務局より議案の朗読と説明を求めます。

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。13番の北出委員さん、15番の福地委
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、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12件、筆数は田46筆、畑3筆の合計49筆、面積
は田74,732.91㎡、畑18,948㎡の合計93,680.91㎡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２件、筆数は田１筆、畑１
筆の合計２筆、面積は田117㎡、畑435㎡の合計552㎡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。

農地法第５条の申請箇所について、合意解約を後に提出したが、米を植える予定であり
事前に耕作者の私に説明がなかった。順番が逆ではないか。

13:30～15:00

（計13名）

令和2年6月10日
本庁　4階　406会議室

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37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、12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37回　伊賀市農業委員会総会
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№４について説明します。譲受人である〇〇〇〇さんがすでに作っている田であり、問題
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１号№１～４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。

№１　山田地区、所在地は甲野の田１筆と畑１筆の合計２筆、面積は合計1,090㎡、譲渡
人は津市の〇〇〇〇さん、譲受人は甲野の〇〇〇〇さんです。譲受人の耕作面積は
327aで、許可後は338a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10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、田は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お
り、畑については今後野菜を耕作する予定です。申請地は自宅から約500ｍの徒歩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　壬生野地区、所在地は山畑の田２筆、面積は合計836㎡、譲渡人は山畑の〇〇〇
〇さん、譲受人は山畑の〇〇〇〇さんです。譲受人の耕作面積160aで許可後は169a
で、伊賀市の下限面積を満たしております。農作業歴は本人が60年、妻が55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、水稲を耕作される予定です。申請地は自宅から100ｍと利便性もよく、所有する農
地に隣接していることから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、布引地区担当委員、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。

（挙手）

意見なし。

№２　布引地区、所在地は奥馬野の田１筆、面積は1,143㎡、譲渡人は鈴鹿市の〇〇〇
〇さん、譲受人は奥馬野の〇〇〇〇さんです。譲受人の耕作面積は321aで、許可後は
332a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、祖父母が
60年、母が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、田植え機を
各2台所有されており、取得後は水稲を耕作される予定です。申請地は自宅から約300ｍ
の徒歩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。

№３　壬生野地区、所在地は川西の畑３筆、面積は合計802㎡、譲渡人は四日市市の〇
〇〇〇さん、譲受人は春日井市の〇〇〇〇さんです。譲受人の耕作面積166aで許可後
は174a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。先月の総会で空き家バ
ンク制度による売買で農地の取得が許可され、農業委員さん、推進委員さんをはじめ地
域の農家さんから指導を受けながら順調に農作業に従事していることを確認しておりま
す。申請地については、空き家バンクの契約手続きは終わっておりますが、農地法第３
条許可申請が漏れていることが判明したため、新たに申請しようとするもので、農舎を含
む畑３筆で野菜を耕作される予定です。空き家バンクで購入した自宅に隣接しているた
め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。家及び田を売却され地元の方が取得されるということであ
り、申請地は譲受人の割田であり、既に耕作されているため特に問題ありません。

№２について説明いたします。譲渡人が鈴鹿に住んでおり、現況は別の方に水稲の耕作
をしてもらっていました。譲受人が管理する田が近くにあり、併せて水稲を耕作し管理さ
れるとのことで、特に問題ありません。

議案第１号№１～４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。

№３について説明いたします。空き家バンク制度により取得した土地が漏れていたもので
特に問題ありません。

異議なし。
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№8　河合地区、所在地は田中の田5筆、畑1筆、面積は合計363.18㎡、譲渡人は田中の
〇〇〇〇さん、譲受人は喰代の〇〇〇〇さんです。譲受人の耕作面積は46aで許可後
は49a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、20年で、本人が常時
従事されており、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、許可
後は畑作物を耕作される予定です。現地は自宅から車で30分程度であるが、申請者の
息子が隣接地に引っ越す予定であり親子ともに申請地を管理していくことから、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。

№7について説明いたします。5月26日に立会を行い、現時点で牧草が生育しており、特
に問題ありません。

№7　花垣地区、所在地は予野の畑2筆、面積は合計18,466㎡、譲渡人は吹田市の〇〇
〇〇さん、譲受人は西高倉の農事組合法人　〇〇〇〇　理事長　〇〇〇〇さんです。
譲受人の耕作面積は2,092aで許可後は2,277a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　〇〇〇〇については、構成員5名が年
間150日～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。農機具は大型トラクターを４台所有
し、許可後はミレットという牧草を耕作する予定です。同法人は近隣の農地を複数（伊賀
市予野地内で15筆）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。

№5について説明いたします。譲渡人は農業できない方で、譲受人の〇〇〇〇さんは親
子ともに農業を行っており特に問題ありません。

№5　府中地区、所在地は印代の田6筆、面積は合計5,958㎡、譲渡人は印代の〇〇〇
〇さん他2名、譲受人は印代の〇〇〇〇さんです。譲受人の耕作面積は1,395aで許可
後は1,455a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、18年で、本人と
父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3台所有され
ており、許可後は水稲を耕作される予定です。現地は自宅より500m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、申請農地にかかる借受
人はおりません。

全員賛成ですので、議案第１号№1～4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№5～9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。

№6　古山地区、所在地は蔵縄手の畑２筆、面積は合計1,545㎡、譲渡人は桂の〇〇〇
〇さん他1名、譲受人は川東の株式会社〇〇〇〇　代表取締役　〇〇〇〇さんです。譲
受人の耕作面積は433aで許可後は449a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〇〇〇〇については、構成員４名が年間150から
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台リースし、ト
ラクターを1台所有し、許可後は野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。

№6について説明いたします。5月26日に立会を行い、取得後は畑作物を作付けするとい
うことで特に問題ありません。

№9　河合地区、所在地は田中の田1筆、面積は10㎡、譲渡人は田中の〇〇〇〇さん、
譲受人は田中の〇〇〇〇さんです。譲受人の耕作面積は727aで許可後は727a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、20年で、本人が常時従事されてお
り、農機具は田植機、トラクターを各2台、コンバインを各1台所有されており、許可後は果
樹を耕作される予定です。現地は譲受人が耕作する田の隣接地であり、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。

只今の説明に関連して、府中地区担当委員、古山地区担当委員、花垣地区担当委員、
河合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。

№8について説明いたします。5月22日に立会を行い、息子が隣接する宅地を購入し、隣
の農地も含めて管理するということで、特に問題ありません。
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№6の譲受人が管理する圃場で堆肥が川へ流出しているところがある。周りに迷惑をかけ
るような管理ではいけない。

今後、同法人から申請等があった場合は、指導体制を強化してほしい。

№9について説明いたします。5月22日に立会を行い、譲受人が管理している田の隣接
地を譲り受ける。譲受人は農業に頑張って従事しており問題ないと思います。

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。

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１号№5～9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。

№10について説明いたします。申請地は家の裏の畑で、申請者以外に適した方はいな
いことから、問題ないと思います。

№10　上津地区、所在地は伊勢路の畑2筆、面積は合計359㎡、譲渡人は宇陀市の〇〇
〇〇さん、譲受人は四日市市の〇〇〇〇さんです。譲受人は〇〇〇〇で従事しており、
伊賀市に住居を探していたところ空き家バンク制度により住居を見つけて、当該物件に
農地が付いていたもので1,000㎡以下の農地の取得となり、伊賀市の下限面積について
問題ありません。農作業歴はなく取得する家屋の隣のごく小さな農地で果樹と自家消費
用の野菜を作付けする予定です。現在所有している農機具もなく、必要により草刈り機、
耕耘機を購入する予定です。申請地は取得する家屋の裏にある畑で、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　矢持地区、所在地は福川の田2筆、畑1筆、面積は合計424㎡、譲渡人は名張市
の〇〇〇〇さん、譲受人は福川の〇〇〇〇さんです。譲受人の伊賀市での耕作面積は
58aで取得後の耕作面積は62a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年で子が10年で常時従事しております。申請地は譲渡人が、農業経営から
撤退し農地を整理しており申請地の近隣に居住の譲受人が申請地も含め周辺農地を耕
作しており、取得後はキャベツ他野菜を栽培する予定です。農機具は田植え機、トラク
ター、コンバイン、草刈り機、乾燥機、もみすり機などを所有されています。申請地は自宅
から車で3分の田畑で、今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、譲渡人は、名張市居住で農業
従事が困難で、譲受人は、対象農地の近隣に居住しており、申請地を含む隣接する農
地を耕作しているなど効率よく活用でき、問題なしということでした。

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№10～11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。

只今の説明に関連して、矢持地区担当委員の方は欠席されておりますので、上津地区
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。

次の案件がある場合は検討します。

全員賛成ですので、議案第１号№5～9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、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。

議案第１号№5～9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）

異議なし。

議案第１号№10、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）

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。
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№1　友生地区、所在地は蓮池の畑1筆、面積は1,357㎡、転用しようとする地目は山林で
す。申請人は蓮池の〇〇〇〇さんです。申請地は蓮池公民館から南に300ｍで優良農
地とは分断された基盤整備されていない小規模な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。平成２９年頃に農地法の許可のことを知らずにクヌギを約300本
植林したと顛末書を添付しての申請となっております。申請地は山林に隣接しており、獣
害がひどく長年休耕地になっていることから、植林し山林として管理していくということで、
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。区や周辺の土地所有者か
らの同意も得られており、周辺地域の農業に支障はありません。

（挙手）

№3について説明いたします。5月26日に現地立会いをしました。既に倉庫が建ってお
り、顛末書を添付いただいていることから、この転用はやむを得ないと思います。

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№1～3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１号№10、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№1～3について、事務局より議案の朗読と説明を求めます。

№2について説明いたします。5月29日に現地立会いをしました。事務局の説明のとおり
で特に問題ありません。

異議なし。

№2　柘植地区、所在地は野村の畑1筆、面積は121㎡、転用しようとする地目は雑種地
です。申請人は野村の〇〇〇〇さんです。施設の概要は駐車場3台分として利用するも
のです。申請地は名阪国道上柘植インターから北へ約600ｍで東側に隣接する一団の
農地は、水稲に適した土性ですが、申請地を含む農地集団においては、主に畑作物に
適しており、別の農地集団と判断します。また、申請地を含む農地集団は、基盤整備の
なされていない小規模な集団に属する農地であるため、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。
申請人は建設業を営んでおり重機等車両駐車場が必要であり、防犯上事務所に近い場
所を確保したいということで、周辺に十分な広さ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。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します。区や水利組合、土地改良区及び周辺の土地所有
者からの同意も得られており、周辺地域の農業に支障はありません。

№3　壬生野地区、所在地は西之澤の田1筆、面積は114㎡、転用しようとする地目は宅
地です。申請人は西之澤の〇〇〇〇さんです。施設の概要は倉庫１棟です。申請地は
名阪国道壬生野インターから西へ約300ｍで、10haを超える農地集団に属する農地であ
ることから第1種農地と判断します。平成10年頃から農業用倉庫として利用されており今
回顛末書を添付しての申請となっております。申請地は第1種農地ではありますが例外
規定に当てはまる農業用倉庫であり、自宅に隣接して利便性もよく他に代替地もないこと
から、この農地を転用することはやむを得ないものと考えられます。土地面積が114㎡で、
建築面積は40㎡、建ぺい率は35％で適正な建ぺい率22％以上であり問題ありません。
取水はなく排水は雨水のみで既設水路へ放流となります。区や周辺の土地所有者から
の同意も得られており、周辺地域の農業に支障はありません。

№1について説明いたします。元々山林であった土地を開墾した畑であるが、所有者の
高齢化により農業ができなくなったことから、クヌギを植えられ大きくなっており顛末書を
添付いただいていることから、この転用はやむを得ないと思います。

議案第２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。

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

事務局

事務局

事務局

№1　新居地区、所在地は西山の田3筆、面積は合計909㎡、転用しようとする地目は雑
種地です。譲渡人は西山の〇〇〇〇さん他2名、譲受人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、西山公民館から西に約600ｍに位置し、周囲を山林、宅地に囲まれた
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第2種農地と
判断します。申請地は棚田になっていて耕作しがたいことから農地としての管理が難しく
長期間休耕地になっており、当該農地を太陽光発電施設として管理をすることで、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6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します。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258枚設置し、設置面積は500.52㎡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。

№2　新居地区、所在地は西山の田3筆、面積は合計871㎡、転用しようとする地目は雑
種地です。譲渡人は西山の〇〇〇〇さん、譲受人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、西山公民館から西に約600ｍに位置し、周囲を山林、宅地に囲まれた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第2種農地と判断しま
す。申請地は棚田になっていて耕作しがたいことから農地としての管理が難しく長期間休
耕地になっており、当該農地を太陽光発電施設として管理をすることで、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6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します。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240枚設置し、設置面
積は465.60㎡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。

全員賛成ですので、議案第２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。

№3　新居地区、所在地は西山の田3筆、面積は合計871㎡、転用しようとする地目は雑
種地です。譲渡人は西山の〇〇〇〇さん、譲受人は堺市の合同会社〇〇〇〇代表社
員〇〇〇〇さんです。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、西山公民館から西に約600ｍに位置し、周囲を山林、宅地に囲まれた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第2種農地と判断します。申
請地は棚田になっていて耕作しがたいことから農地としての管理が難しく長期間休耕地
になっており、当該農地を太陽光発電施設として管理をすることで、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6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します。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312枚設置し、設置面
積は605.28㎡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。
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事務局

事務局

事務局

議長

吉藤推進委員

貝増推進委員

貝増推進委員

議長

一同

議長

№1～3についてまとめて説明いたします。5月26日に立会を行い何れも太陽光発電施設
として利用するもので、以前から進められているものであることから問題ないと判断いたし
ました。

№4と5については、宅地と資材置き場をわけての申請。5月28日に立会を行い、近隣の
人も問題ないと判断されており、特に問題はない。

№6については、一部自治会に貸していた土地を譲渡しようとするものであり、特に問題
はない。

№5　三田地区、所在地は三田の田1筆、面積は343㎡、転用しようとする地目は雑種地
です。譲渡人はゆめが丘の〇〇〇〇さん、譲受人兼貸人はゆめが丘の〇〇〇〇さん、
借人は小田町の〇〇〇〇さんです。施設の概要は、資材置場として利用するものです。
申請地は、JR伊賀上野駅から南に約100ｍ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。さきほどの№4の宅地
の隣接地で譲渡人、譲受人は同じですが、左官業を営む借人を含めた3者による申請と
なっております。譲受人兼貸人と借人は親族関係です。借人の左官業に必要な資材置
場を譲受人兼貸人が売買により購入し借人に貸すという使用貸借契約が締結されていま
す。譲受人兼貸人、借人ともに他に利用できる代替地もなく、利用計画図から必要最小
限の面積であることが確認できるため、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。申請地の土地面積は343㎡で、工事期間は、許可日から3か月の計画です。
工事計画につきましては、取水、汚水排水は無く、雨水は自然浸透及び東側既設水路
へ放流します。区や近隣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。

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。

№6　三田地区、所在地は三田の田1筆、面積は303㎡、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、譲受人は三田の〇〇〇〇　代表者〇〇〇〇さん
です。施設の概要は、公民館の庭として利用するものです。申請地は、〇〇敷地に隣接
し、集落内に介在する狭小な農地であることから第2種農地と判断します。平成12年頃に
公民館を新築した際に庭園として造成しましたが、農地であることを確認していなかった
ということで顛末書を添付しての申請となっています。申請地は公民館と一体利用され地
区で管理をされていることから公共性が高く、他に利用できる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。取水、汚水排水は無く、雨水は現
在と同様に自然浸透です。区や近隣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。

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。

№4　三田地区、所在地は三田の田１筆、面積は499㎡、転用しようとする地目は宅地で
す。譲渡人はゆめが丘の〇〇〇〇さん、譲受人はゆめが丘の〇〇〇〇さんです。施設
の概要は、住宅1棟の新築と駐車場として利用するものです。申請地は、JR伊賀上野駅
から南に約100ｍ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。申請人は家族が増えアパートが手狭となったこ
とから住宅建築のために土地を探していたところ休耕地を手放したい知人と話がまとまっ
たことから、申請地を譲り受けられることになりました。譲受人は他に所有する土地がない
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。申請地の土地面積
は499㎡で建築面積は71.21㎡で建ぺい率は22.97％で適正な建ぺい率22％以上で問
題ありません。工事期間は、許可日から6か月の計画です。工事計画につきましては、取
水は東側道路埋設水道管より引き込み、汚水、排水は合併浄化槽を設置し東側の既設
水路へ放流し、雨水についても同じく東側の既設水路へ放流します。区や近隣農地所
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。

只今の説明に関連して、新居地区担当委員、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。
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一同

議長

一同

議長

事務局

事務局

事務局

異議なし。

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）

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№7～10を議題とします。事務局より議案の説明を求めます。

№7　柘植地区、所在地は野村の畑2筆、面積は合計394㎡、転用しようとする地目は雑
種地です。譲渡人は野村の〇〇〇〇さん他1名、譲受人は野村の〇〇〇〇さんです。
施設の概要は、資材置場及び重機車両等の駐車場として利用するものです。申請地
は、名阪国道上柘植インターから北に約600ｍに位置し、集落内に介在する狭小な農地
及び、東側に隣接する優良農地とは土性の違う小規模な農地集団に属する農地である
ことから、いずれも第２種農地と判断します。さきほどの第４条の№2の案件の隣接地にな
りますが、譲受人が営む建設業で資材置場兼重機等車両駐車場が必要になり、防犯上
事務所に近い場所を確保したいということで、この農地の他に周辺に十分な広さの代替
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判断します。土地造成は
整地のみで取水はなく、排水は雨水のみで既設水路へ放流します。区や水利組合、土
地改良区及び周辺の土地所有者からの同意も得られており、周辺地域の農業に支障は
ありません。

№8　壬生野地区、所在地は川東の田3筆、面積は合計1,704㎡、転用しようとする地目は
雑種地です。賃貸人は川東の〇〇〇〇さん、賃借人は東大阪市の〇〇〇〇株式会社
代表取締役　〇〇〇〇さんで20年間の賃貸借権が設定されています。施設の概要は、
従業員用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南に約
200ｍに位置し、10ha未満の基盤整備されていない小規模な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。申請地は賃借人の工場の前で、従業員駐車場に
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。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します。区や水利組合、周辺の土地所有者から
の同意も得られており、周辺地域の農業に支障はありません。

№9　壬生野地区、所在地は川東の田8筆、面積は合計7,042㎡です。賃貸人は津市の
〇〇〇〇さん他2名、賃借人は西明寺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、一時転用し砂利採取に利用するものです。申請地は壬生野小
学校から南へ約1ｋｍ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7,702㎡、掘削面積6,712.5㎡について、2ｍの保安距離を確保し、掘削深7ｍ、安定
勾配1:1.2で切り込み、32,666.6㎥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、申請地から南西へ約4ｋm付近に位置する自社プラントへ搬
出します。埋め戻し土につきましては、掘削深7ｍのうち、旧表土を0.1m、脱水ケーキを
0.3m、山土を1.6m、旧床土を0.5ｍ、改良土を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南東へ約6km付近に位置する、伊賀市真泥地内にある株式会社〇
〇〇〇の所有地の山土を使用します。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、災害防止計画を策定し、危険防止のための標識及び、防護柵ロープの設置
等、被害防除及び安全面にも配慮し、地元車両にも注意を促しております。排水は雨水
のみで西側の既設水路から滝川へ放流する計画となっております。事業については、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。また利採取計画認可について〇〇〇〇との連名になっており共同責任を負うこ
とから採取跡地の埋め戻しによる農地への復元は確実に行われると考えられます。また、
他法令につきましては、土壌汚染対策法の届出、砂利採取法に基づく許可申請が行わ
れるとともに、区や隣接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。
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議長

一同

議長

一同

議長

一同

議長

事務局

№8については、5月26日に立会を行い、特に問題はない。

№10については、5月26日に立会を行い、農業機械が出入りしがたい田を太陽光発電施
設として活用するということで、特に問題はない。

議案第３号№7～10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№7～10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№11～16を議題とします。事務局より議案の説明を求めます。

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№7～10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。

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。

№11　長田地区、所在地は朝屋の田3筆、面積は合計1,308㎡、令和2年4月15日から令
和4年6月30日までの間、資材置き場として一時転用しようとするものです。賃借人は西明
寺の〇〇〇〇株式会社　代表取締役　〇〇〇〇さん、賃貸人は朝屋の〇〇〇〇さん他
2名です。施設の概要は、太陽光発電施設の工事用の建築用資材置き場として利用す
るものです。
 申請地は長田地区市民センターから南に約1.5kｍ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種農地と認められます。今回の申請は一時的な
利用に供するために行うものであり、工事の現場事務所に近接し、他に建設用資材置き
場にできる適した土地がないことから、当該農地を一時転用することはやむを得ないと考
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、敷地東側に水路
を設け集水し、敷地南側に沈砂池を設け、泥水を直接排水せず既設排水路へ放流しま
す。一時転用期間終了後の農地の復元については、土地賃貸借契約書の文面で示さ
れており、間違いなく遂行できると認められます。令和2年4月15日から資材置き場として
利用していることから、今回顛末書を添付し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。

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については、5月29日に立会を行った。事務局の説明のとおりで特に問題はない。

№10　壬生野地区、所在地は山畑の田1筆、面積は671㎡、転用しようとする地目は雑種
地です。賃貸人は山畑の〇〇〇〇さん、賃借人は桑名市の合同会社〇〇〇〇代表社
員〇〇〇〇さんです。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、壬生野小学校から東に約1ｋｍに位置し、周囲を宅地と工場に囲まれた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第2種農地と判断します。
申請地は進入路が狭く農業機械の出入りが難しいことから今後は当該農地を太陽光発
電施設として管理をし、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
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228枚設置し、設置面積は280㎡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、周辺地域の農業に支障はありませ
ん。

№9については、5月26日に立会を行い、安全面で協議を行い、特に問題はない。
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事務局

事務局

№12　府中地区、所在地は佐那具町の田1筆、1,225㎡です。譲渡人は大阪市の〇〇〇
〇さん、譲受人は外山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。
　申請地は府中地区市民センターから北東へ2.1ｋｍに位置する農地で、都市計画法第8
条第1項第1号に規定する用途地域が定められている農地であるため、第3種農地と判断
します。譲渡人は遠方に在住する方であり、現在も休耕地であることから、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6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、周囲はフェンスを設置するととも
に、農地の周囲に勾配をつけて土砂の流出を防ぎます。取水はなく排水は雨水のみで
自然浸透及び敷地内に素掘りの水路を設け既設水路へ放流する計画です。太陽光パ
ネルを360枚設置し、設置面積は589㎡であるため、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の協議を行っていると確認済みです。

№13　阿保地区、所在地は阿保の田３筆、面積は合計650㎡転用しようとする地目は雑
種地です。譲渡人は阿保の〇〇〇〇さん、譲受人は大阪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利用するものです。本件
については、令和2年3月総会でご承認いただいき許可された案件で、5月20日に取り消
しを行い、改めて申請されたものです。申請内容について、譲受人が変更となっただけ
でそれ以外に変更はありません。申請地は、伊賀市役所青山支所から北西約500ｍに位
置しており、第2種農地と判断します。当該農地は、所有者が長年耕作しておらず、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、また申請地の南側には大型店舗
が建設されており市街化が進んでいることなどから、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。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、北
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。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
152枚、307㎡設置し、パネル設置利用率は47.2％となります。取水は無く、排水は雨水
のみでもともと設置されていた排水路から既存の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2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、一部連絡のつかない所有者もあり
ますが、関係者に承諾を得ています。転用後の管理については、地元で草刈り等の管理
してもらえる方を雇うということです。万一周辺等へ被害を及ぼした場合は申請者が責任
を持って解決することとなっております。また、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。
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事務局

事務局

№15　上津地区、所在地は伊勢路の田1筆、面積は498㎡、転用しようとする地目は宅地
です。貸人は伊勢路の〇〇〇〇さん、借人は伊勢路の〇〇〇〇、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、令和2年3月25日に農用地が除外さ
れており、近鉄伊賀上津駅から東におおむね500ｍ以内に位置するため、第2種農地と
判断します。借人は貸人の子で親子間の使用貸借契約を締結しています。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
事業案申請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。住宅の面積
は110.55㎡で建ぺい率は22.98％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、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、雨水とともに申請地西側に新たに排水路を設置し、申請地南側にある既
存の水路へ繋ぎ放流します。工事期間は許可日から令和２年11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、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。

№16　種生地区、所在地は高尾の田2筆、面積は合計1,901㎡、転用しようとする地目は
雑種地です。譲渡人は桐ヶ丘の〇〇〇〇さん、譲受人は高尾の〇〇〇〇有限会社代
表取締役〇〇〇〇さんです。施設の概要は資材置場として利用するものです。申請地
は、伊賀市高尾地区市民センターから北西おおむね2ｋｍに位置する、山林と川に囲ま
れた山間地域の生産性の低い狭小の集団の農地で第2種農地と判断します。当該農地
は、譲受人の作業場兼資材置場から100ｍほど南の土地で、市道の拡幅工事の残土の
一時堆積場としていた農地をそのまま整地して利用しているもので、山間地域で獣害も
多く営農条件の悪い農地のため、資材置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。譲受人が営む土木業のパイプや鉄材
の建築資材の置場として既に利用しており顛末書を添付しての申請です。土地造成に
ついては既に残土を整地して資材置場として利用しており、取水はなく、排水は雨水の
みで自然浸透及び既設の道路側溝へ放流する計画となっております。進入路は道路側
溝を横切ることになりますが、側溝の蓋などの費用は、譲受人が負担管理するということ
で道路管理者と協議済みです。工事期間は平成15年頃に行われており、工事費用につ
いても施工済みで不要です。万一周辺等へ被害を及ぼした場合は申請者が責任を持っ
て解決することとなっております。また、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。
　本日、担当地区の農業委員さんは欠席ですが、現地立会の際に、譲受人の作業場兼
資材置場が近隣にあり、申請地周辺は農地もなく既に転用されている状態でもあることか
ら、転用についてやむを得ないと判断すると意見をいただいております。

№14　上津地区、所在地は伊勢路の畑１筆、面積は278㎡、転用しようとする地目は雑種
地です。譲渡人は伊勢路の〇〇〇〇さん、譲受人は名古屋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利用するものです。申
請地は、近鉄伊賀上津駅から東に概ね500ｍに位置しており、第2種農地と判断します。
当該農地は、圃場整備、バイパス設置により残地となった部分を畑地にした旧道とバイパ
スに挟まれた狭小の土地で農地として利用することに生産性がなく、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、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。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、北側で隣接する農地とは杭で境界が示されており明確で現況と変更がないため、土
砂等の流出はなく問題ないと判断します。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80枚、130㎡設置し、パネル設置利用率は46.7％となります。取水は
無く、排水は雨水のみ自然浸透する計画となっております。工事期間は許可日から3ケ
月の計画となっています。隣接農地所有者から承諾書も得ています。取得後の管理につ
いては、譲受人が行うということで、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。
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議長
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議長

事務局

議長

木津委員

議長

一同

議長

一同

議長

№15について説明いたします。代替地がないことから、ようやく建てられる状態になった。
直接隣り合う農地は無いことからやむを得ないと判断した。

周囲の耕作者として質問。排水は雨水のみと説明があったが、充て越しした上流の田の
水が下部である今回の申請地に流入する形状であり、現地の状況をご理解いただきた
い。

充て越しの水ということで、雨水に加え用水も含んでいるということで修正する。

（他に異議なし）

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。

只今の説明に関連して、種生地区担当委員の方は欠席されておりますので、長田地区
担当委員、府中地区担当委員、阿保地区担当委員、上津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。

№11について説明いたします。5月27日に立会を行い、事務局の説明のとおりで特に問
題はない。

№14について説明いたします。道と道に挟まれた狭小な土地で、太陽光発電施設にする
ことはやむを得ないと判断した。

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。

これより質疑に入ります。ご意見ございませんか。

現状も田の中に水路が入っており、現状を残すように聞いている。

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№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。

異議なし。

議案第３号№11～16について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いし
ます。

（挙手）

全員賛成ですので、議案第３号№11～16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について事務局より議案の朗読と説明を求めます。

№1　花之木地区、所在地は法花の田1筆、面積は400㎡、現況地目は宅地です。願出
者は法花の〇〇〇〇さんです。場所は、〇〇公民館の北西に隣接する土地で、周囲の
状況から、周囲を宅地に囲まれたに隣接する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。当該農地は、課税台帳に昭和43年、昭和50年に物置納
屋、昭和44年に車庫、平成10年に倉庫が建築されたことが記載され、全ての建物が建築
から20年以上経過し、現況は宅地となっており、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。

№１について説明いたします。5月27日に現地立会いを行いました。既に複数の建物が
建っており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、花之木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。

№12について説明いたします。譲渡人は遠方の方で太陽光発電施設への転用。譲受人
は地元の方で草刈り等管理をきちんとするということで現地確認を行った。特に問題はな
い。

№13について説明いたします。5月28日に現地確認し、特に問題はありません。
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事務局

事務局

議長

一同

議長

一同

議長

議長

事務局

議長

議長
特に意見が無いようですので続きまして「（２）農地利用最適化推進委員候補者選定員会
の選定結果について」の報告を事務局よりお願いします。

(農地売買事業説明)
　所有権の移転を受けるもの　川東の〇〇〇〇、所有権を移転するもの松阪市の公益財
団法人三重県農林水産支援センター、所有権を移転する土地は川東地内の田2筆、合
計5,114㎡です。農地売買事業により引き渡しを行う日は令和2年6月30日を予定してい
ます。
　以上が農地利用集積計画の説明となります。

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。

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。

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。

（挙手）

農地利用最適化指針の検証について説明いたします。
「伊賀市農業委員会農地等の利用の最適化の推進に関する指針」については、平成28
年4月に農業委員会等に関する法律が改正され「農地等の利用の最適化の推進」が農
業委員会の行う必須業務として明確に位置付けられたことにより農業委員会の指針とし
て、平成29年11月総会でご確認いただき、具体的な目標と推進方法を定めたものです。
「遊休農地の発生防止・解消」「担い手への農地利用の集積・集約化」「新規参入の促
進」の3点についてそれぞれ具体的な目標と推進方法を定めてこれまで活動いただいて
いるところでございます。指針については、「農業委員及び推進委員の改選期である3年
毎に検証・見直しを行う。」としておりますので、現在の委員さんによりこれまでの活動に
ついて検証を行っていただき、改選後に新しい委員さんにより改めて見直し、新たな指
針を作成いただくものと考えております。
　本日、3の項目について、目標値に対する近年の達成値の推移や検証内容などを検証
資料のとおり纏めましたので、ご確認いただきたいと存じます。
　なお、本検証資料については、公表を行うようなものではございません。あくまで、新し
い指針の見直しのための資料でございます。委員の皆様にご協力いただいた農業委員
レポートからも沢山引用させていただいております。5月、6月の役員会でご協議いただき
本日の総会でご報告させていただいているところでございます。精査いただき後日でも結
構ですので、ご意見等頂きましたら反映させていただきますので、お願いをさせていただ
きご報告とさせていただきます。

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。

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２件、所有権移転
１件で、計画面積は合計39,672㎡です。
（説明）

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）農地利用最適化指針の検証について」
事務局より説明をお願いします。
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議長

議長

議長

農業委員については6月議会の承認を経て市長が任命します。
推進委員については、地区からの推薦は56名、団体からの推薦はなし、公募が１名と
なっており、玉瀧地区からの推薦・公募の候補者は3名で、居住地別では玉瀧が1名、槇
山が2名で、3名のうち2名が認定農業者である。推進委員については、担当区域におい
て担い手への農地利用の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消等の地域におけ
る現場活動を通じて、農地等の利用の最適化の推進のため活動を行うとされていること
から、豊富な農業経験や知識、地域農業振興への関りの点から、地区からの推薦を受け
た2名が認定農業者でもあり、適当であるということを本選定委員会で確認、選定し、他の
54名とともに伊賀市農地利用最適化推進委員として全員一致で選定しました。

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、以上をもちまして、伊賀市農業委員会第37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。
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　　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　2年　7月20日

福地　和幸

会長

議事録署名者

議事録署名者

淺野　潤憙

北出　茂樹
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