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議長

事務局
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議長

議長

事務局

議長

議長

事務局

議長

西田委員

№１　中瀬地区、所在地は寺田の畑１筆、面積は13㎡、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54aで許可後も54aであり、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23年、父が50年、妻が20年
で常時従事されています。農機具はトラクター、田植え機、コンバインをそれぞれ１台所
有されており、野菜を耕作される予定です。現地は自宅のすぐ西側であり、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　　録

議　　　　事

次に議事録署名者の指名を行いたいと存じます。23番の森川委員と24番の宮嵜委員
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。

皆さまおそろいですので、只今から伊賀市農業委員会平成30年度第22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。

第22回　伊賀市農業委員会総会

伊賀市役所　４階　406会議室

平成31年3月8日
13：30～16：00

本日、米澤委員、松山委員、北川委員より欠席の旨、通告がありましたので、ご報告い
たします。現在出席委員は24名中21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ので、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、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。
まず、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。

以上について、何かご発言はございませんか。

報告第１号「農地法第18条第６項の規定による通知について」は、賃貸借の合意解約が
なされ、報告件数17件、筆数は田51筆、畑１筆の合計52筆、面積は田64,689㎡、畑
1,039㎡の合計65,728㎡について通知がありましたので報告いたします。

報告第２号「使用貸借契約の解約による通知について」は、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４件、筆数は田８筆、畑１筆の合計９筆、面積は田
6,854㎡、畑482㎡の合計7,336㎡についての通知がありましたので報告いたします。

２月下旬に立会をし、譲受人については、家の隣接の畑の一部を３条で受けるとのこと
で、面積は13㎡と小さいですが、本人は農業を営んでおり、問題はありません。

（計21名）

異議なし

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。
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議長

一同

議長

一同

議長

事務局

議長

福永委員

議長

一同

議長

一同

議長

事務局

議長

藤室委員

議長

一同

議長

一同

議長

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。

（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№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。

２月26日に現地立会を行いました。本来は地元地区の所有地であり、当時の役員の名
前となっていました。２名のうち１名は亡くなり、もう１名かなり高齢となっていました。新し
く役員に引き渡すこととなりました。この地区の法人が全体的に農業し、農地として引き
続き管理されるので特に問題ないと判断します。

異議なし。

№２　猪田地区、所在地は上之庄の田１筆、面積は102㎡、譲渡人は上之庄の〇〇〇
〇さん、譲受人は上之庄の〇〇〇〇さんです。譲受人の耕作面積は50aで許可後は
51aであり、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、妻が20
年で常時従事されています。農機具はトラクター、田植え機、コンバインをそれぞれ１台
所有されており、野菜を耕作される予定です。現地は自宅から約15ｍで徒歩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№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。

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。

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。

２月25日に現地立会を行いました。事務局の説明のとおり、本人のすぐ隣りの畑に小屋
を建てたため、農地が減り、新たに農地を買い取り、申請地で野菜を耕作したいとのこと
です。特に問題はありません。

（挙手）

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。

（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。

№３　依那古地区、所在地は依那具の田２筆と市部の田１筆の合計３筆、面積は合計
2,052㎡、譲渡人は依那具の〇〇〇〇さん他１名、譲受人は依那具の〇〇〇〇さん他
１名による共同となり、地区が管理している農地であり代表の方が代々贈与されてきて
おり、今回も贈与による所有権移転です。譲受人の耕作面積は〇〇〇〇さんが７a、〇
〇〇〇さんが９aで、許可後は〇〇〇〇さんが17a、〇〇〇〇さんが20a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、〇〇〇〇さんが50年、〇〇〇〇さんが27
年で常時従事されています。農機具は田植え機、トラクター、コンバインをそれぞれ１台
リースされており、以前から野菜や水稲を耕作されております。現地はそれぞれ車で約
５分の場所に位置しており、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、依那古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。

只今の説明に関連して、猪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。

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。
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事務局

議長

一同

議長

一同

議長

事務局

議長

一同

議長

一同

議長

事務局

議長

中尾委員

議長

一同

議長

一同

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。

（挙手）

地区担当委員さんはご欠席ですが、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。

地区担当委員さんはご欠席ですが、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。

№４　柘植地区、所在地は柘植町の田１筆と畑１筆の合計２筆、面積は合計801㎡、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
の耕作面積は無く、許可後は８aとなりますが、伊賀市空き家バンク制度交渉成立証明
書が添付されていることから、耕作面積に問題はありません。農機具は今後耕耘機を購
入される予定で、野菜の耕作や果樹を植える予定です。申請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。本日、担当地区の農業委
員及び推進委員さんは都合により欠席されておりますが、現地立会いの際に、空き家バ
ンク制度により地域に人が増えることは喜ばしいことであり、農地については近所の方か
らノウハウを教えてもらい、まずは自家用野菜の耕作を始められるとのことで、特に問題
なしとのご意見を頂戴しております。

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№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。

№５　柘植地区、所在地は柘植町の田２筆、面積は合計1,695㎡、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388a
で後405a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
が12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、野菜を耕作される予定です。申請地は自宅裏にあり徒歩約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。本日、担当地
区の農業委員及び推進委員さんは都合により欠席されておりますが、現地立会いの際
に、以前から申請農地を管理されており今後も間違いなく耕作を行ってくれるとのからこ
とから、特に問題なしとのご意見を頂戴しております。

異議なし。

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。

（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№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）

只今の説明に関連して、山田担当委員の方から、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№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。

№６　山田地区、所在地は甲野の畑１筆、面積は377㎡、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129aで許可後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10年、母が30年、妻が５
年で常時従事されています。農機具は耕耘機を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。申請地は自宅から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。

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。

申請地については、以前から譲受人である〇〇〇〇さんが耕作されていました。最近、
〇〇〇〇さんが転出したため、所有権を移転するとのことで問題はありません。
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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

事務局

事務局

議長

木津委員

議長

一同

議長

一同

議長

No.９　花之木地区、所在地は法花の田１筆、面積は2,873㎡、譲渡人は法花の〇〇〇
〇さん、譲受人は法花の〇〇〇〇さんです。譲受人の耕作面積は現在236aで、取得後
の耕作面積は265a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５０年の譲受人本人と農作業歴３０年の妻が農業に従事されます。水稲を耕作され
る予定で、農機具はトラクター・耕うん機・田植機・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３分以内と近隣にあり、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。

２月下旬に現地立会いしました。№８と№９の交換ですが、№９の土地は〇〇〇〇さん
の自宅の隣であり、効率良く耕作するための交換です。

全員賛成ですので、議案第１号№８並び№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。

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。

No.８　花之木地区、所在地は法花の田１筆、面積は231㎡、譲渡人は法花の〇〇〇〇
さん、譲受人は法花の〇〇〇〇さんです。譲受人の耕作面積は現在52aで、取得後の
耕作面積は54a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
５０年の譲受人本人が農業に従事されます。水稲を耕作される予定で、農機具は田植
え機、トラクター、耕うん機を１台所有されております。申請地は自宅から車で３分以内と
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。

（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№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。

異議なし。

賛成多数ですので、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及び№９については、交換条件のため併せて議題とします。事務局
より議案の朗読を説明を求めます。

この土地は譲受人の作業所に隣接しており、活用できるものと思い、問題ありませんの
で、よろしくお願いします。

No.７　花之木地区、所在地は法花の田１筆、面積は1,309㎡、譲渡人は法花の〇〇〇
〇さん、譲受人は西宮市の〇〇〇〇さんです。譲受人の耕作面積は現在258aで、取得
後の耕作面積は271a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６年の譲受人本人が農業に従事されます。水稲を耕作される予定で、農機具は
トラクターを３台・耕うん機・田植機・コンバインを各１台所有されております。申請地は譲
受人の農舎事務所から車で１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。

（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。

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。

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。

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並びに№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。

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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事務局

議長

淺野委員

議長

西田委員

淺野委員

議長

一同

議長

一同

議長

事務局

議長

森田克委員

議長

一同

議長

一同

議長

事務局

No.12　阿保地区、所在地は寺脇の田１筆、面積は2,861㎡、譲渡人は寺脇の〇〇〇〇
さん、譲受人は寺脇の〇〇〇〇さんです。譲受人の耕作面積は現在83aで、取得後の
耕作面積は112aとなります。常時従事者は農業歴50年の譲受人本人と農作業歴30年
の妻です。農機具はトラクターを２台、田植機・コンバイン・乾燥機を各１台所有され、取
得後は水稲を耕作される予定です。申請地は自宅から徒歩で２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、花垣地区担当は私ですので、現地調査の結果ならびに補足
説明を致します。

２月２７日に現地立会を行い、野菜の耕作を始めたいとのことで３月１日に新規営農面
接を行った結果許可といたしました。。問題はありませんので、よろしくお願いいたしま
す。

No.１０　花垣地区、所在地予野の畑２筆、面積は合計1,009㎡、譲渡人は上野西大手
町の〇〇〇〇さん、譲受人は法花の〇〇〇〇さんです。譲受人の耕作面積は現在0a
であるため、3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。取得後の
耕作面積は10a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
５年の譲受人本人と妻、農作業歴の無い雇用人１名で農業に従事されます。野菜を耕
作される予定です。申請地は自宅から１㎞以内と近隣にあり、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。

この農地のエリアは青蓮寺パイロットの農地ですか。

はい、そうです。

全員賛成ですので、議案第１号№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.１１　鞆田地区、所在地は中友田の田９筆・畑１筆の計１０筆、面積は合計5,486㎡、
譲渡人は成年被後見人〇〇〇〇さんの成年後見人で堺市の〇〇〇〇さん、譲受人は
四日市市の〇〇〇〇さんです。譲受人の耕作面積は現在0aで、取得後の耕作面積は
54aとなります。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、3月１日に新規営農にかかる面接を実施し、承認を得られ
ましたので問題はないと判断しました。。常時従事者は譲受人本人と父で、野菜を耕作
される予定です。申請地は自宅から５分以内と近隣にあり、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。

（挙手）

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。

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。

（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№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。

異議なし。

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。

２月25日に現地立会を行いました。空き家バンク制度による売買で譲受人は３月20日過
ぎに伊賀市に移住予定とのことです。農地は自宅の眼下にあり近く、取得後は活用して
もらえるよう強く要望しました。特に問題はありませんので、よろしくお願いします。

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№11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。

ほかに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

森本委員

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

事務局

議長

只今の説明に関連して、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。

２月26日に現地立会を行いました。譲受人は今後も申請地で水稲を行うとのことです。
現在も水稲をしており、特に問題はありませんので、よろしくお願いします。

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№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）

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。

（挙手）

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。

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。

全員賛成ですので、議案第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２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。ま
ず、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。

議案第２号№１　小田地区、所在地は小田町の田２筆、面積は合計1,454㎡、転用地目
は雑種地です。譲渡人は神戸市垂水区の〇〇〇〇さん、譲受人は滋賀県長浜市の〇
〇〇〇㈱　代表取締役　〇〇〇〇さんです。施設の概要は、従業員用駐車場35台分と
して利用するものです。申請地は、小田地区市民センターから西に約500ｍ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、譲受人の倉庫のすぐ東側にあり
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、排水は雨水のみで南側の既設水路へ
の放流する計画となっています。工事期間は平成31年５月１日から平成31年５月末日ま
でとなっております。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。

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。

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することに決定しました。
続きまして議案第２号№２について事務局より議案の朗読と説明を求めます。

２月26日に現地立会を行いました。申請地は〇〇〇〇（株）の敷地に囲まれた農地にな
り、今後は従業員用の駐車場として利用するとのことです。周辺からも了承を得ており、
特に問題はありませんので、よろしくお願いします。

№２　小田地区、所在地は小田町の畑２筆、面積は合計494㎡、転用地目は雑種地で
す。譲渡人は千葉県松戸市の〇〇〇〇さん、譲受人は津市の〇〇〇〇さんです。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、小田地区市民セン
ターから西に約450ｍ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、所有者が遠方に住んでいるため、地元の方に野菜を耕作されておりました。今後、
所有者も耕作者も管理ができないということから、譲受人へ土地を譲り渡し、太陽光発
電事業を行っ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、周囲にはフェンスを設置いたします。太陽光パネルを188枚設置し、設置面積は
312㎡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。工事期間は許可日から6ヶ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、周辺農地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。

異議なし。
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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

事務局

議長

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。

２月26日に現地立会を行いました。周辺には建物も無く、サンボウル近くの農地です。
太陽光発電施設に適した土地で、周辺農地への影響はく、何ら問題はありません。

異議なし。

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。

（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することに決定しました。
続きまして議案第２号№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）

№３　小田地区、所在地は小田町の畑３筆、面積は合計1,449㎡、転用地目は雑種地で
す。譲渡人は小田町の〇〇〇〇さん、譲受人は大阪市浪速区の〇〇〇〇合同会社
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、小田地区市民センターから南西に約550ｍ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、譲渡人は家庭菜園を行い管理されておりました
が、今後高齢により管理ができないとのことから、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周囲にはフェンスを設置いたします。太陽光パネルを324
枚設置し、設置面積は529.78㎡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。工事期間は許可日から平成31年７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。

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№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。

２月26日に現地立会をおこない、申請地の周辺には建物もなく太陽光発電施設に適し
た土地です。周辺にも了承を得ており、特に問題はありませんので、よろしくお願いしま
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。

№４　小田地区、所在地は小田町の田１筆、面積は1,454㎡、転用地目は雑種地です。
譲渡人は小田町の〇〇〇〇さん、譲受人は津市の㈱〇〇〇〇　代表取締役　〇〇〇
〇さんです。施設の概要は、特別養護老人ホーム用駐車場57台分です。申請地は、伊
賀市武道場から南約200ｍ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
の代表者については特別養護老人ホームも経営しており、その駐車場スペースが足ら
ないことから、当該農地を譲り受け、駐車場として整備し利用するというもので、申請地
は近隣にあり利便性が高く、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。土地造成は整地のみで砂利を敷きます。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４月１日から平成31年５月31日までとなっております。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。

7 / 18 ページ



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

事務局

議長

異議なし。

只今の説明に関連して、猪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。

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。

№６　猪田地区、所在地は猪田の田２筆、面積は合計1,511㎡、転用地目は雑種地で
す。譲渡人は猪田の〇〇〇〇さん、譲受人は名古屋市東区の合同会社〇〇〇〇 業
務執行役員 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、西出公民館から南東に約200ｍ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に属していることから、第２種農地と認
められます。当該農地は、譲渡人は家庭菜園を行い管理されておりましたが、今後高齢
により管理ができないとのことから、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、周囲にはフェンスを設置いたします。太陽光パネルを324枚設置し、
設置面積は526.04㎡となります。取水は無く、排水は雨水のみで自然浸透及び既設水
路へ放流する計画となっております。工事期間は許可日から平成31年７月31日までと
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。

全員賛成ですので、議案第２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２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。

２月26日に現地立会を行いました。申請地は服部町のセブンイレブンの近くで、周辺は
宅地になっております。この農地に集合住宅を建てるには適した場所であり、何ら問題
がありませんので、よろしくお願いします。

２月26日に現地立会いをしました。事務局の説明のとおり、近隣の特別養護老人ホーム
の従業員用駐車場としての利用で、周辺は宅地に囲まれた農地であり、進入路につい
ては、地元推進委員と地元との協議し遵守するとのことです。何ら問題はありませんの
で、よろしくお願いします。

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。

（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。

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
説明をお願いします。

№５　上野地区、所在地は平野東町の畑３筆、面積は合計1,141㎡、転用地目は宅地で
す。譲渡人は上野農人町の〇〇〇〇さん、譲受人は名古屋市中村区の〇〇〇〇㈱
代表取締役　〇〇〇〇さんです。施設の概要は、共同住宅１棟の新築及び駐車場で
す。申請地は、〇〇〇〇のすぐ南側に位置しており、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、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、建築面積は
387.95㎡となっており、建ぺい率は34％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10月20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。

異議なし。

（挙手）

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２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。

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№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。
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福永委員

議長

一同

議長

一同

議長

事務局

議長

一同

議長

一同

議長

事務局

議長

仁保委員

議長

一同

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№7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。

２月27日に現地立会を行いました。下柘植ICから300ｍ以内にあり、申請地の周辺では
太陽光発電施設が２ケ所設置されており、譲渡人が高齢であることから田の管理が困難
なことと、水利の便が悪いことなどから、耕作しにくい小さな農地となるため、太陽光発電
施設を設置しようということです。何ら問題はありませんので、よろしくお願いします。

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。

（挙手）

№７　柘植地区、所在地は上村の畑１筆、面積は92㎡、転用地目は雑種地です。譲渡
人は野村の〇〇〇〇さん、譲受人は上村の〇〇〇〇さんです。施設の概要は、整備・
修理用自動車用駐車場として利用するものです。申請地は、柘植第２保育園から南西
約200ｍに位置しており、周囲が国道や宅地等に囲まれた整備されていない10ha未満
の小規模な農地集団に属する農地であることから、第２種農地と認められます。譲受人
が営む自動車整備業務の事業拡大に伴い、駐車場が手狭になり、また会社に隣接し利
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。土地造成は整地
のみで、そのままの地形で利用します。取水はなく、排水は雨水のみで造成時に傾斜を
つけ、南側の既設水路へ排水します。工事期間は許可日から３ヶ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。本日、担当地区の農業委員及び推進委員さんは都合により欠席され
ておりますが、現地立会いの際に、事業所に接続して利便性があり、周囲の畑との境界
は明確で何ら影響もないと判断し、特に問題なしとのご意見を頂戴しております。

全員賛成ですので、議案第２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２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。

異議なし。

全員賛成ですので、議案第２号№７は原案のとおり許可相当とすることに決定しました。
続きまして議案第２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　西柘植地区、所在地は下柘植の田１筆と畑１筆の合計２筆、面積は合計568㎡、
転用地目は雑種地です。譲渡人は下柘植の〇〇〇〇さん他１名、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、下柘植ICから西に約300ｍ以内に位置していることから、第
３種農地と認められます。当該農地は、現在休耕地であり譲渡人が保全管理されており
ましたが、今後高齢により管理ができないとのことから、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、
土地造成はなくそのままの地形で利用し、周囲にはフェンスを設置いたします。太陽光
パネルを240枚設置し、設置面積は392.83㎡となります。取水は無く、排水は雨水のみ
で自然浸透にて排水する計画となっております。工事期間は許可日から平成31年５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、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。

地区担当委員さんはご欠席ですが、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。

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№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）

２月25日に現地立会を行いました。申請地の周辺では太陽光発電施設が多く設置され
ており、地元地区の同意も得られており、何ら問題はございません。
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議長

一同

議長

事務局

議長

二谷委員

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 （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。

全員賛成ですので、議案第２号№８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№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。

№９　阿波地区、所在地は上阿波の田２筆、面積は合計2,101㎡、転用地目は雑種地で
す。譲渡人は津市の〇〇〇〇さん、譲受人は大阪市中央区の〇〇〇〇さんです。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、国道163号線よりの
上阿波公民館から西に約600ｍ以内に位置しており、周囲を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属していることから、第２種農地と認められま
す。当該農地は、現在休耕地であり譲渡人市外在住であることから保全管理のみされ
ておりましたが、今後管理ができないとのことから、太陽光発電事業を行う譲受人へ土
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
現況に合わせて整地のみで、周囲にはフェンスを設置いたします。太陽光パネルを324
枚設置し、設置面積は545.58㎡となります。取水は無く、排水は雨水のみで自然浸透に
て排水する計画となっております。工事期間は許可日から3ヶ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。

只今の説明に関連して、阿波地区担当委員の方から、現地調査の結果ならびに補足
説明をお願いします。

３月１日に現地立会を行いました。申請地は整備されていない休耕田であり、太陽光発
電施設を設置することについて、地域からの同意も得られており、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。

２月２８日に現地立会いをいたしました。〇〇〇〇さん宅は現在空き家で家を解体した
際、農地が含まれており、その部分を含めて太陽光発電施設を設置するとのことで、何
ら問題はありません。よろしくお願いします。

異議なし。

（挙手）

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№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。

全員賛成ですので、議案第２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。
続きまして議案第２号№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。

No.10　新居地区、所在地は東高倉の畑１筆、面積は747㎡、転用地目は雑種地です。
譲渡人は奈良県山辺郡山添村の〇〇〇〇さん、譲受人は大阪市中央区の（株）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の設置です。場
所は東高倉の東出公民館の北約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
協議や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また。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。万一自然浸透にて対応できない場合に
は既設水路へ放流します。工事期間は許可日から平成３１年４月末日までとなります。
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。

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№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。

（挙手）

只今の説明に関連して、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。

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№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。
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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

一同

議長

一同

議長

只今の説明に関連して、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。

２月28日に現地立会を行いました。未整備田であるため田として管理しにくく、また、耕
作を行う人がおらず、現状としては太陽光発電施設としての利用が適していると思われ
ます。地元地区の同意も得ており、何ら問題はありません。

全員賛成ですので、議案第２号№10は原案のとおり許可相当とすることに決定しまし
た。続して、議案第２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。

No.11　新居地区、所在地は西高倉の田８筆、面積は合計1,367㎡、転用地目は雑種地
です。譲渡人は西高倉の〇〇〇〇さん、譲受人は東京都新宿区の（株）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の設置です。場所は新居
小学校から西に約150ｍに位置する基盤整備がされておらず、鉄道・住宅に囲まれ、南
側の基盤整備された農地とは土性が異なるため、１０ha未満の小規模な農地区域に含
まれる第２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。電力会社との協議や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
いたしましまた。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。また、申請地の周囲にはフェンスを設置いたします。工事期間は許可日から3か
月以内となります。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。

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。

地区担当委員さんはご欠席ですが、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。

No.12　府中地区、所在地は佐那具町の田１筆、面積は170㎡、転用地目は宅地です。
譲渡人は奈良県橿原市の〇〇〇〇さん、譲受人は佐那具町の〇〇〇〇さんです。施
設の概要は自宅駐車場が不足したため、車庫を確保するものです。場所は佐那具町に
あります〇〇〇〇（株）に隣接し、都市計画法第8条第1項第1号に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。また、取水はなく、排水は雨水のみで北側道路
側溝へ放流します。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。また、車庫については、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。
なお、本日　府中地区担当委員さんはご欠席ですが、現地立会時（2/22）に問題なしと
のご意見を頂いております。

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№１１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№１１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№12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。

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№１２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。

（挙手）

全員賛成ですので、議案第２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２号№13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

雪岡委員

議長

一同

議長

一同

議長

事務局

議長

雪岡委員

議長

一同

議長

一同

議長

No.13　友生地区、所在地はゆめが丘の畑1筆、面積は220㎡、転用地目は宅地です。
譲渡人は市部の〇〇〇〇さん、譲受人は円徳院の〇〇〇〇さんです。施設の概要は
居宅1棟の新築です。場所はゆめぽりすセンターから南西に約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た農地であることから、第3種農
地と認められます。申請地の面積は２２０㎡であり、居宅の建築面積は94.4㎡ですので、
建ぺい率は42.9％となり、許可基準の２２％を満たしております。また、取水は上水道、
汚水・生活排水は公共下水へ直接放流します。雨水については、既設側溝へ放流しま
す。工事期間は許可日から６月末日までとなります。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、友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。

全員賛成ですので、議案第２号№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２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。

No.14　友生地区、所在地はゆめが丘の畑1筆、面積は220㎡、転用地目は宅地です。
譲渡人は市部の〇〇〇さん、譲受人は円徳院の〇〇〇〇さん及び〇〇〇〇さんで
す。施設の概要は居宅1棟の新築です。場所はゆめぽりすセンターから南西に約４００
ｍ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た農地であ
ることから、第3種農地と認められます。申請地の面積は２２０㎡であり、居宅の建築面積
は62.1㎡ですので、建ぺい率は28.14％となり、許可基準の２２％を満たしたおります。ま
た、取水は上水道、汚水・生活排水は公共下水へ直接放流します。雨水については、
既設側溝へ放流します。工事期間は平成31年5月1日から平成31年10月1日までとなり
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。

２月22日に現地立会を行いました。周辺は宅地に囲まれており、用途も宅地とされてい
ます。申請地は農地だが、宅地を目的とした造成がされており、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。

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№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）

只今の説明に関連して、友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。

２月22日に現地立会を行いました。先程の№13の隣地であり、ゆめが丘の団地の中の
農地ということで、現状は宅地のようになっており、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。

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№14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№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２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。
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事務局

議長

淺野委員

議長

西田委員

事務局

西田委員

事務局

議長

一同

議長

一同

議長

事務局

議長

全員賛成ですので、議案第２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２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。

No.16　玉滝地区、所在地は槇山の畑１筆、面積は310㎡、転用地目は雑種地です。貸
人は槇山の〇〇〇〇さん、借人は大谷の〇〇〇〇さんで、親子間の永年間使用貸借
権が設置されています。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、槇山多目的集会施設から北東に約１００ｍに位置しており、優良農地から分
断された整備されていない狭小な農地であり、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、借人が太陽光発
電事業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。太陽光パネルを127枚設置し、設置面積は
210.39㎡となります。取水は無く、排水は雨水のみで自然浸透です。工事期間は許可
日から５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、玉滝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。

No.15　花垣地区、所在地は予野の畑３筆、面積は合計3,011㎡のうち、1,449㎡を一時
転用にて無償で借り受け資材置場として、1年間の一時転用です。貸人は予野の農業
組合法人〇〇〇〇　代表理事　〇〇〇〇さん、借人は予野の〇〇〇〇（株）代表取締
役　〇〇〇〇さんです。施設の概要は市道や河川の付替え及び道路の拡幅工事を行
う為の工事用資材置場です。申請地は〇〇〇〇（株）の南側に隣接する農地であり、農
用地ではありませんが、10ha以上の規模の一団の農地の区域内にあるため第1種農地
と判断されます。しかし、申請地を一時的は利用に供することは当該利用の目的を達成
する上でやむを得ないと判断いたしました。〇〇〇〇（株）の敷地内で現場事務所、業
者駐車場を設け、近隣に資材置場を検討した結果、申請地以外に条件に合う土地が無
く、今回の一時転用については、やむを得ないものと判断しました。土地造成はなく、取
水はなく排水は雨水のみで既設河川に放流します。一時転用期間は平成31年４月１日
から平成32年3月31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。現状回復については、土地
造成をせず、現状の状態に資材を置くだけのため、工事完了後は農地への復元は問
題ありません。

只今の説明に関連して、花垣地区担当委員は私ですので、現地調査の結果ならびに
補足説明をいたします。

２月27日に現地確認をしました。以前に許可をしました道路・河川の付替え工事に伴う
資材置場が必要なため、今回は一時転用での資材置場として利用したいとの申請で、
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。

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№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をお願いします。

（挙手）

許可された一時転用期間内に工事が終わらない場合は再度延長をするのか。

期間内に終わらなければ、延長申請をすることになります。

完了確認に来るのは、農林振興課・農業委員会・貸人・借人ですか。

完了確認に出席する方は、農林振興課・農業委員会・委任を受けた方です。

ほかにご意見ございませんか。
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吉岡康委
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

事務局

議長

藤室委員

議長

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月26日に現地確認を行いました。過疎化が進んで空き家が年々増加しており、さるや
鹿が農地を荒らし、野菜を植えてもすぐに食べられてしまうようなところです。今後の利
用を考え、防草シートを敷いた上で、太陽光発電設置を自身で設置するとのことです。
何ら問題のない申請です。

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№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）

（挙手）

全員賛成ですので、議案第２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２号№17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.17　阿保地区、所在地は阿保の田２筆、面積は合計842㎡、転用地目は宅地です。
譲渡人は阿保の〇〇〇〇さん、譲受人は奈良県橿原市の〇〇〇〇さんです。施設の
概要は共同住宅２棟の新築です。場所は近鉄「青山町駅」から西南に約３００ｍ位置す
ることから第3種農地と認められます。集合住宅の所要面積は400㎡、駐車場の所要面
積は542㎡であるため、集合住宅2棟の建築面積が302.75㎡でありますので、建ぺい率
は75.69％となり、許可基準の２２％を満たしております。また、取水は上水道、汚水・生
活排水は浄化槽を設置し、既設水路に放流します。雨水については、南側既設側溝へ
放流します。工事期間は成31年5月1日から平成31年12月31日までとなります。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・周辺土地
所有者や水利権者にも事業計画を説明し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、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。

2月26日に現地立会を行いました。青山町駅から300ｍ以内の土地で周囲の環境から
集合住宅の需要も理解できます。現状は保全管理がされていますが、耕作はされてい
ません。配置図等から周辺農地に被害を与えることは無いと考えられるので、今回の申
請は特に問題はないと判断します。

全員賛成ですので、議案第２号№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「非農地証明下付願について」を議題とします。議案第３条№
１について事務局より議案の朗読と説明を求めます。

№１　依那古地区、所在地は森寺の田５筆、面積は合計1,419㎡、現況は山林です。願
出人は森寺の〇〇〇〇さんです。場所は、上野南中学校から北約500ｍと西約200ｍに
位置し、周囲が山林に囲まれた農地であることから、第２種農地と認められます。申請地
は、20年以上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、木の生育状態から20年以上経過していることが確認でき、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。

只今の説明に関連して依那古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月26日に現地確認をしました。農業をするには不便な土地で以前に植林しており、現
在相当大きくなっています。植林から20年以上が経過していることは確実です。農地と
して戻すのが難しく、非農地として、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。
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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

事務局

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№１は原案のとおり下付することに決定しました。続きま
して議案第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。

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№２は原案のとおり下付することに決定しました。続きま
して議案第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。

全員賛成ですので、議案第３号№３は原案のとおり下付することに決定しました。続きま
して議案第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。

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、
原案のとおり下付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、神戸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月2６日に現地を調査しました。現地は〇〇〇〇さんの実家であり、父が建てていたと
のことです。ずいぶん前から居宅として利用しているため、何ら問題はありません。

異議なし。

地区担当委員さんはご欠席ですが、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　神戸地区、所在地は比土の畑１筆、面積は152㎡、現況は宅地です。願出人は名
張市の〇〇〇〇さんです。場所は、伊賀神戸駅から北約500ｍ以内に位置することか
ら、第２種農地と認められます。申請地は、昭和の年月不詳ですが20年以上前に居宅
を建築し、宅地として利用しています。昭和60年頃の国土地理院の航空写真からも宅
地で利用されていたことが確認できております。現地調査を行ったところ、現在も居宅が
建っており、農地に戻すことは困難であることから、非農地として問題はないと確認でき
ました。

№３　柘植地区、所在地は柘植町の畑１筆、面積は271㎡、現況は宅地です。願出人は
柘植町の〇〇〇〇さんです。場所は、柘植小学校から東約400ｍに位置しており、周囲
は宅地に囲まれた狭小な農地であることから、第２種農地と認められます。申請地は、
昭和30年頃に居宅を建築し、宅地として利用しています。家屋登記からも昭和32年に
は居宅が建築されていたことが確認できております。現地調査を行ったところ、現在も居
宅があり居住されていることから、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。本日、担当地区の農業委員及び推進委員さんは都合により欠席さ
れておりますが、現地立会いの際に、周囲の農地との境界は明確で何ら影響もなく、現
況から原状回復は難しいと判断し、特に問題なしとのご意見を頂戴しております。

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№３について、
原案のとおり下付することに賛成の方は挙手をお願いします。

（挙手）

意義なし。

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について、
原案のとおり下付することに賛成の方は挙手をお願いします。

異議なし。
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事務局

議長

二谷委員

議長

一同

議長

議長

事務局

議長

森田克委員

議長

一同

議長

議長

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、
原案のとおり下付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。

№４　阿波地区、所在地は上阿波の畑１筆、面積は72㎡、現況は宅地です。願出人は
上阿波の〇〇〇〇さんです。場所は、上阿波公民館から東約300ｍに位置しており、周
囲の優良農地とは分断された狭小な農地であることから、第２種農地と認められます。
申請地は、平成４年に居宅を建築し、宅地として利用しています。家屋登記からも平成4
年には居宅が建築されていたことが確認できております。現地調査を行ったところ、現
在も居宅があり居住されていることから、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。

只今の説明に関連して阿波地区担当委員の方から、現地調査の結果ならびに補足説
明をお願いします。

全員賛成ですので、議案第３号№４は原案のとおり下付することに決定しました。続きま
して議案第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。

No.５　鞆田地区、所在地は中友田の田２筆、畑３筆、面積は合計1,392㎡、現況地目は
山林及び宅地です。願出人は中友田の成年被後見人〇〇〇〇さんの成年後見人で
堺市の〇〇〇〇さんです。場所は鞆田小学校から北に約500ｍに位置する土地で、周
囲の状況から、山林に介在する整備されていない狭小な農地であることから、第2種農
地であると認められます。当該農地は、平成10年以前から桧や杉の植林を行い、現況
は山林となっており、現地確認を行ったところ、木の生育状況が20年以上経過している
山林であることが確認できました。また、宅地については、家屋登記より昭和に建築され
たことが確認できました。当該地を農地に戻すことは困難で、非農地として問題は無いと
認められます。

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。

３月１日に現地立会を行いました。平成４年から居宅が建築されておりましたが、本人か
らの申請があり、非農地としたいとのこと。皆様のご審議をよろしくお願いします。

２月25日現地確認をしました。空き家バンク制度により取得する中に地目が現況に合っ
ておらず、未登記の土地があったため、現状地目と登記地目の同一にするものです。よ
ろしくお願いします。

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3号№５について、
原案のとおり下付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№５は原案のとおり下付することに決定しました。続きま
して議案第４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。
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議長

事務局

議長

議長

一同

議長

一同

議長

議長

以上で、本日の議案の審議ならびに報告事項はすべて終了いたしました。この際、その
他の件について、委員からご発言があれば挙手をお願いします。

ご意見が無いようですので、質疑を終結し、採決いたします。議案第４号について、原
案のとおり計画決定することに賛成の方は挙手をお願いします。

（挙手）

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。新規設定61件、再設定46件で、計画面積は合計
380,281㎡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18条第3項の要件を満たしております。

異議なし。

ご意見が無いようですので、以上をもちまして、第22回農業委員会総会を閉会いたしま
す。

説明が終わりました。これより10分間の休憩及び確認時間といたします。

＜＜休憩＞＞

全員賛成ですので、議案第４号は原案のとおり決定することに決定しました。

休憩時間・確認前に引き続き会議を再開し、質疑に入ります。ご意見ご質問はございま
せんか。
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㊞

㊞

議事録署名者

議事録署名者

平成３１年　３月２９日

会長

淺野　潤憙

森川　惠美子

宮嵜　遥采

　　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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