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関市農業委員会総会議事録 

場所：関市役所６階大会議室 

○議事日程 

 平成２８年８月１０日（水曜日）午前１０時００分 開議 

（１） 議事録署名委員の指名 

（２） 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 

（３） 議案第２号  農地法第４条の規定による許可申請に対する意見について 

（４） 議案第３号  農地法第５条の規定による許可申請に対する意見について 

（５） 議案第４号  事業計画変更申請に対する意見について 

（６） 議案第５号  農用地利用集積計画の承認について 

（７） 議案第６号  地籍調査において登記上の地目が農地である土地に関する地目認定につ               

       いて 

（８） 報告第１号  農地法第１８条第６項の規定による届出について 

 

 

○出席委員（３１名） 

  １番 早川 英雄 君    ２番 早川 誠一 君    ３番 佐藤 久雄 君 

  ４番 早川 清治 君    ６番 佐藤 善一 君    ７番 清水 宗夫 君    

８番 兼村 正美 君    ９番 石木 治男 君   １０番 後藤 利彦 君     

１１番 大澤 慶一 君   １２番 八木 豊明 君   １３番 杉山 德成 君   

 １４番 村井 由和 君   １５番 山田 晴重 君   １６番 亀山 浩  君   

 １７番 安田 孝義 君   １８番 篠田 泰道 君   １９番 横井 文雄 君   

 ２０番 中島 利彦 君   ２１番 増井 賢一 君   ２２番 加藤政比古 君   

 ２３番 土屋 尊史 君   ２５番 野村 茂  君   ２７番 日置 香  君    

２９番 相宮 千秋 君   ３０番 永井 博光 君   ３１番 岡田 忠敏 君   

 ３２番 伊佐地鐡夫 君   ３３番 川村 信子 君   ３４番 漆畑 和子 君    

３５番 岩田 幸子 君 

   

 

○欠席委員（１名） 

２６番 長屋 芳成 君 

   

 

○委員以外の出席者 

 農業員会事務局長     足立 光明 君   農業委員会事務局課長補佐 長尾 成広 君  

農業委員会事務局主任主査 田口 旭  君   洞戸事務所係長      山田 喜一 君  

板取事務所主任主査    長屋 守世 君   武芸川事務所課長補佐   桜井 伸一 君  

武儀事務所係長      中村 正  君   上之保事務所主事     大野 千春 君 
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午前１０時００分 開会 

○事務局課長補佐（長尾成広君）これより農業委員会総会を始めさせていただきます。市民憲章の

ご唱和をお願いします。ご起立ください。 

    （市民憲章を唱和） 

 ありがとうございました。ご着席ください。それでは、佐藤善一会長、ご挨拶をお願いします。 

○議長（佐藤善一君）連日の猛暑で鉄板の上に乗っておるような状況が続いております。テレビで

はリオオリンピックの開幕、高校野球では県代表の中京も１４年ぶりに１勝したこと、イチローが

メジャー通算３０００本安打を３０人目に達成したことなどが話題になっております。また天皇陛

下が突然、８日に生前退位の思いを語られました。私も岐阜県で行われた植樹祭、国体、全国豊か

な海づくり大会の３つを皇室の３大行幸啓として出席をされ親しくお顔を見ることができました。

また平成２１年には秋の園遊会に招待され、関市の議会から初めて参加させていただき、海づくり

大会の前の年でしたので、関の小瀬で初めて川でやるとお願いを、天皇皇后両陛下にお話をする栄

誉をいただきました。そんな思いを胸にたいへんな激務をこなされているという事を承知をしなが

ら、天皇陛下のお言葉を聞いておりました。もうすぐお盆ですがみなさん方には、体に一番気を付

けてこの夏を乗り切ってほしいと思います。 

○事務局課長補佐（長尾成広君）ありがとうございました。続きまして、農業委員会事務局長の足

立がご挨拶いたします。 

○事務局長（足立光明君）毎日暑い中ですが、みなさま体調管理を充分していただきまして、テレ

ビ等楽しんでいただければよろしいかと思います。本日の議題も沢山用意しておりますが、充分な

審議をしていただきまして速やかに進めていただきますようお願いいたします。 

○事務局課長補佐（長尾成広君）ありがとうございました。続きまして、３番の欠席委員の報告で

すが、２６番の長屋委員が欠席です。また、遊休農地調査ですが７月でいつもより早い時期でした

が、やっていただきましてたいへんありがとうございました。 

○議長（佐藤善一君）ただ今から、関市農業委員会総会を開催します。会議規則第８条により委員

の過半数の出席により総会は成立しています。 

 次に、議事録署名委員の指名を行います。 

 １７番の安田委員、１８番の篠田委員のお二人にお願いします。 

 これより、議案の審議に入ります。 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請を議題といたします。事務局より説明いただき

ます。 

○事務局課長補佐（長尾成広君）議案第１号 農地法第３条の規定により、下記農地の申請があり

ましたので、審議を求めます。議案は１ページからになります。 

１番の案件 位置図は１ページになります。 

所有権移転 申請地は、神野地内､神野本郷集会所の東北東２１０ｍほどに位置する田６６２㎡で

す。譲受人は、父である譲渡人の申し出により、申請地の持ち分を譲り受け、農業経営の拡大を図

りたいというもの。譲渡人は、譲受人である息子に申請地の持ち分を贈与するというものです。 

７月２０日に現地確認をしたところ、農地性有りと確認しています。 

２番の案件 位置図は２ページになります。 

所有権移転 申請地は、下有知地内､東志摩公民センターの南南西３１０ｍほどに位置する畑、１

４８㎡です。譲受人は、申請地を譲り受け、農業経営の拡大を図りたいというもの。譲渡人は、農

業経営が困難になってきたため、譲り渡すというものです。経営農地は、関市の外に美濃市に２０a
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の経営農地があります。 

７月２０日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しています。 

３番の案件 位置図は３ページになります。 

所有権移転 申請地は、千疋地内､千疋体育館の北東４００ｍほどに位置する農振農用地である田 

２４９２㎡です。譲受人は、申請地を譲り受け、農業経営の拡大を図りたいというものです。譲渡

人は、申請地を相続により取得したが、農業経営が困難になってきたため、今まで農業経営に関わ

ってきてもらっている譲受人に無償にて譲り渡すというものです。 

７月２０日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しています。 

４番の案件 位置図は４ページになります。      

所有権移転 申請地は、下白金地内、ＪＡめぐみの金竜支店の南２７０ｍほどに位置する農振農

用地である田９７３㎡です。譲受人は、申請地を譲り受け、農業経営の拡大を図りたいというもの。 

譲渡人は、遠方に居住しており農業経営が困難になってきたため、弟である譲受人に無償で譲り渡

すというものです。 

７月２０日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しています。 

５番の案件 位置図は５ページになります。 

所有権移転 申請地は、洞戸市場地内、洞戸保育園の西１２０ｍほどに位置する農振農用地であ

る畑５７３㎡です。譲受人は、申請地を譲り受け、農業経営の拡大を図りたいというもの。譲渡人

は、農業経営が困難になってきたため、譲り渡すというものです。３条の外に、今回の議案第５号

の利用権設定にありますが、約１．８反を借りられる予定です。 

７月２０日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しています。 

以上、所有権移転に関するもの５件につきまして、農地法第３条第２項各号に該当しないため、

許可要件のすべてを満たしていると考えます。よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（佐藤善一君）事務局の説明が終わりましたので、担当委員から意見をお聞きします。 

 １番の案件は、私の担当ですが、異議ありません。 

○１２番（八木豊明君）２番の案件について、異議ありません。 

○１５番（山田晴重君）３番の案件について、異議ありません。 

○１７番（安田孝義君）４番の案件について、異議ありません。 

○２５番（野村茂君）５番の案件について、異議ありません。 

○議長（佐藤善一君）これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

     （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決をいたします。議案第１号について、原案のとおり許可

することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

     （全員挙手） 

 それでは、議案第１号の５件を原案のとおり許可することといたします。 

次に、議案第２号農地法第４条の規定による許可申請に対する意見についてを議題といたします。

事務局の説明を求めます。 

○事務局課長補佐（長尾成広君）議案第２号 農地法第４条の規定により、下記農地の申請があっ

たので、意見を求めます。 

議案は３ページからになります。 

１番の案件 位置図は、６ページになります。 

 申請地は、鋳物師屋７丁目地内、関中央病院の北北西１２０ｍほどに位置する田８８９㎡のうち 
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１１９㎡です。申請人は、申請地の近隣にてアパート経営をしており、自身が経営しているアパー 

トの駐車場が手狭になってきたため、申請地にアパート居住者用の駐車場を整備したいというもの 

です。 

７月２０日に現地確認をしたところ、田で農地性ありと確認をしています。都市計画法の用途地

域内のため第３種農地と判断します。 

以上１件について、ご審議をお願いします。 

○議長（佐藤善一君）事務局の説明が終わりましたので、担当委員の意見をお聞きします。 

○１番（早川英雄君）１番の案件について、異議ありません。 

○議長（佐藤善一君）これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

     （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決をいたします。 

 議案第２号について、原案のとおり岐阜県知事に進達することに異議のない方は挙手を

お願いいたします。 

     （全員挙手） 

 それでは、議案第２号の１件を原案のとおり岐阜県知事に進達することといたします。 

 次に、議案第３号農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見についてを議

題といたします。事務局の説明を求めます。 

○事務局課長補佐（長尾成広君）議案第３号 農地法第５条の規定により、下記農地の申

請がありましたので、意見を求めます。 

 議案は４ページからになります。 

１番の案件 位置図は７ぺージになります。 

使用貸借権の設定 申請地は、豊岡町一丁目地内、弥生公園の東１３０ｍほどに位置する田４６

９㎡のうち１５９㎡です。使用借人は、使用貸人とその夫であり、現在市外に居住しており、故郷

である関市に居住したく申請地を借り受けて自己用の住宅を建築したいというもの。使用貸人は、

使用借人の申し出に応じ無償で貸し付けるというものです。      

７月２０日に現地確認をしたところ、田で農地性ありと確認しています。農地の区分は、都市計

画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。使用貸借の期間は、許可日から３０年間として

います。 

２番の案件 位置図は８ぺージになります。 

所有権移転 申請地は、鋳物師屋笠屋区画整理事業地内、北天神公民センターの南１６０ｍほど

に位置する登記地目田、現況地目雑種地２２９㎡です。譲受人は、賃貸住宅に居住しており住居が

手狭になってきたため、申請地を譲り受け、自己用の住宅を建築したいというもの。譲渡人は、不

動産業を営んでおり、譲受人の申し出に応じ譲り渡すというものです。      

７月２０日に現地確認をしたところ、雑種地でした。農地の区分は、都市計画法の用途地域内の

ため第３種農地と判断します。 

事業計画変更の１番と同時許可案件となります。 

３番の案件 位置図は９ページになります。 

賃貸借権の設定 申請地は、市平賀地内、富岡保育園の南東９０ｍほどに位置する登記地目田、

現況地目宅地２筆１４９㎡及び登記地目田、現況地目雑種地１８９㎡、計３筆３３８㎡です。賃借

人は、不動産の管理等を営んでいる法人であり、申請地を譲り受け店舗兼共同住宅及び駐車場を整

備したいというもの。賃貸人は、申請地を相続により取得したが農業経営が困難であったため賃借
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人の申し出に応じ貸しつけるというものです。      

７月２０日に現地確認をしたところ、畑で農地性ありと確認しています。農地の区分は、都市計

画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。使用貸借の期間は、許可日から３０年間として

います。 

４番の案件 位置図は１０ぺージになります。 

所有権移転 申請地は、肥田瀬地内、富岡公民センターの北西１６０ｍほどに位置する田２６㎡

です。譲受人は、申請地の東側に居住しており、申請地を譲り受け、駐車場として整備したいとい

うもの。譲渡人は、申請地は不整形で狭小、周りを宅地に囲まれた状況であり、農地として管理し

ていくには困難であったため、譲受人の申し出に応じ譲り渡すというものです。     

７月２０日に現地確認をしたところ、田で農地性ありと確認しています。農地の区分は、住宅、

事業施設等が連坦している農地のため、第３種農地と判断します。 

５番の案件 位置図は１１ページになります。 

所有権移転 申請地は、肥田瀬地内、関中央病院の南西３６０ｍほどに位置する田１５００㎡で

す。譲受人は、申請地の道路を挟み北側にて自動車部品等の製造加工、販売等を業としている法人

であり、申請地を譲り受け、不足している大型車や従業員の駐車場を整備したいというもの。譲渡

人は、譲受人の申し出に応じ譲り渡すというものです。隣接農地の承諾書の添付があります。 

７月２０日に現地確認をしたところ、田で農地性ありと確認しています。農地の区分は、住宅、

事業施設等が連坦している農地のため、第３種農地と判断します。 

６番の案件 位置図は１２ページになります。 

使用貸借権の設定 申請地は東田原地内、大杉公民館の北北東３２０ｍほどに位置する畑４９３

㎡です。使用借人は、現在賃貸住宅に居住しており、手狭になってきたため、申請地を借り受け、

自己用の住宅を建築したいというもの。使用貸人は、使用借人である娘の夫の申し出に応じ貸しつ

けるというものです。 

７月２０日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しています。農地の区分は、住宅、

事業施設等が連坦しているため、第３種農地と判断します。使用貸借の期間は、許可日から３０年

間としています。 

７番の案件 位置図は１３ページになります。 

使用貸借権の設定 申請地は東田原地内、東田原公民館の南西３４０ｍほどに位置する田３０８

４㎡のうち３０１．２５㎡です。使用借人は、現在賃貸住宅に居住しており、子どもが成長し手狭

になってきたため、申請地を借り受け、自己用の住宅を建築したいというもの。使用貸人は、使用

借人である息子の申し出に応じ貸しつけるというものです。 

７月２０日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しています。農地の区分は、おおむ

ね１０ｈa 以上の規模の一団の農地等の区域内にある農地内のため第１種農地と判断しますが、一

種農地の不許可の例外規定にあたる集落接続に該当するため、許可相当と判断します。使用貸借の

期間は、許可日から３０年間としています。 

８番の案件 位置図は１４ページになります。 

使用貸借権の設定 申請地は神野地内、本郷集会所の東北東２１０ｍほどに位置する田１０７㎡

です。使用借人は、申請地の西隣にて居住しており、農機具倉庫等が手狭になってきたため申請地

を借り受け、納屋を整備したいというもの。使用貸人は、使用借人とその父であり、使用借人の申

し出に応じ貸しつけるというものです。 

７月２０日に現地確認をしたところ、一部宅地であったため始末書の添付があります。農地の区
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分は、住宅、事業施設等が連坦している農地のため、第３種農地と判断します。使用貸借の期間は、

許可日から５０年間としています。 

９番の案件 位置図は１５ページになります。 

使用貸借権の設定 申請地は、小野地内、小野構造改善センターの南南西１９０ｍほどに位置す

る登記地目畑、現況地目宅地２筆４００㎡です。使用借人は、現在両親と同居しており、家族が増

え手狭になってきたため、申請地を借り受け、自己用の住宅を建築したいというもの。使用貸人は、

息子である使用借人の申し出に応じ貸しつけるというものです。      

７月２０日に現地確認をしたところ、宅地であったため始末書の添付があります。隣接農地の承

諾書の添付があります。農地の区分は、おおむね１０ｈa 以上の規模の一団の農地等の区域内にあ

る農地内のため第１種農地と判断しますが、一種農地の不許可の例外規定にあたる集落接続に該当

するため、許可相当と判断します。 

１０番の案件 位置図は１６ページになります。 

所有権移転 申請地は、塔ノ洞地内、塔ノ洞環境保全農業推進センターの南南西１６０ｍほどに

位置する畑６６㎡です。譲受人は、内装業を営んでおり、工具材料を保管する倉庫が不足している

ため、叔父である譲渡人から申請地を無償で譲り受け、物置を建築したいというもの。譲渡人は、

譲受人の申し出に応じ譲り渡すというものです。      

７月２０日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しています。隣接農地の承諾書の添

付があります。農地の区分は、おおむね１０ｈa 以上の規模の一団の農地等の区域内にある農地の

ため第１種農地と判断しますが、一種農地の不許可の例外規定にあたる集落接続に該当するため、

許可相当と判断します。 

１１番の案件 位置図は１７ページになります。 

賃貸借権の設定 申請地は、小瀬長池町地内、東海北陸自動車道関ＳＡの北４００ｍほどに位置

する田２３４㎡です。賃借人は、各種生活用品等の製造販売等を業とする法人であり、申請地を借

り受け手狭になっている駐車場を整備したいというもの。賃貸人は、申請地を相続により取得した

が、農業経営が困難になってきたため、賃借人の申し出に応じ貸しつけるというものです。隣接農

地の承諾書の添付があります。 

７月２０日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しています。賃貸借の期間は、許可

日から２０年間としています。 

１２番の案件 位置図は１８ページになります。 

所有権移転 申請地は、新田地内、新田公民センターの南西１６０ｍほどに位置する畑２１４㎡

です。譲受人は、現在賃貸住宅に居住しており、申請地を譲り受け、自己用の住宅を建築したいと

いうもの。譲渡人は、相続により申請地を取得したが、遠方に居住しており農業経営が困難であっ

たため、申請地を譲り渡すというものです。 

７月２０日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しています。農地の区分は、都市計

画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。  

１３番の案件 位置図は１９ページになります。 

所有権移転 申請地は、池尻地内、池尻西集会所の北３６０ｍほどに位置する田７４６㎡です。 

譲受人は、申請地の東隣に位置し強化プラスチック及び高圧ガスの製造、販売等を業としている法

人であり、事業敷地及び従業員駐車場が手狭になってきたため、申請地を譲り受け従業員用駐車場

として整備したいというもの。譲渡人は、申請地を相続により取得したが、遠方に居住しており農

業経営が困難であったため、譲受人の要望に応じて申請地を譲り渡すというものです。隣接農地の



- 7 - 

 

承諾書の添付があります。 

７月２０日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しています。農地の区分は、おおむ

ね１０ｈa 以上の規模の一団の農地等の区域内にある農地のため第１種農地と判断しますが、一種

農地の不許可の例外規定にあたる事業敷地の２分の１以内の拡張に該当するため、許可相当と判断

します。 

１４番の案件 位置図は２０ページになります。 

賃貸借権の設定 申請地は、中福野町地内、西部公民センターの南西４７０ｍに位置する登記地

目畑、現況地目畑及び一部雑種地９９８㎡です。賃借人は、医者であり、申請地を借り受け、診療

所を開設したいというもの。賃貸人は、賃借人の要望に応じて申請地を貸し付けるというものです。 

７月２０日に現地確認をしたところ、畑一部雑種地であったため始末書の添付があります。使用

貸借の期間は、許可日から２０年間としています。 

１５番の案件 位置図は２１ページになります。 

所有権移転 申請地は、小瀬地内、東海北陸自動車道関ＳＡの西南西２７０ｍほどに位置する田 

３９６㎡です。譲受人は、申請地を譲り受け、孫娘の住宅敷地として整備したいというもの。譲渡

人は、譲受人の要望に応じて申請地を譲り渡すというものです。隣接農地の承諾書の添付がありま

す。 

７月２０日に現地確認をしたところ、田で農地性ありと確認しています。農地の区分は、都市計

画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。なお申請地は、平成１５年に近隣スーパーへの

貸駐車場として農地転用許可を取ってみえますが、平成２５年に農地に復旧されたため、再度農転

が必要になりましたので申し添えます。 

１６番の案件 位置図は２２ページになります。 

使用貸借権の設定 申請地は、小屋名地内、小屋名公民センターの東南東４７０ｍほどに位置す

る畑一部雑種地３９６㎡です。使用借人は、現在賃貸住宅に居住しており、家族が増え手狭になっ

てきたため、申請地を借り受け、自己用の住宅を建築したいというもの。使用貸人は、息子である

使用借人の申し出に応じ貸しつけるというものです。隣接農地の承諾書の添付があります。 

７月２０日に現地確認をしたところ、畑一部雑種地であったため始末書の添付があります。農地

の区分は、都市計画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。使用貸借の期間は、許可日か

ら２０年間としています。 

事業計画変更の４番と同時許可案件となります。 

１７番の案件 位置図は２３ページになります。 

賃貸借権の設定 申請地は、小屋名地内、赤土坂公民センターの北西５００ｍほどに位置する田

２筆９９０㎡です。賃借人は、申請地の西隣に位置し、紙の加工販売及び印刷業を業とする法人で

あり、事業拡張のため申請地を借り受け、自己用倉庫及び駐車場として整備したいというもの。賃

貸人は、賃借人の申し出に応じ貸しつけるというものです。隣接農地の承諾書の添付があります。 

７月２０日に現地確認をしたところ、田で農地性ありと確認をしております。農地の区分は、都

市計画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。使用貸借の期間は、許可日から１０年間と

しています。 

１８番の案件 位置図は２４ページになります。 

使用貸借権の設定 申請地は、小屋名地内、赤土坂公民センターの東北東２６０ｍほどに位置す

る登記地目田、現況地目畑４６４㎡のうち２０１㎡です。使用借人は、現在賃貸住宅に居住してお

り、家族が増え手狭になってきたため、申請地を借り受け、自己用の住宅を建築したいというもの。
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使用貸人は、孫娘の夫である使用借人の申し出に応じ貸しつけるというものです。隣接農地の承諾

書の添付があります。 

７月２０日に現地確認をしたところ、畑で農地性ありと確認しています。農地の区分は、都市計

画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。使用貸借の期間は、許可日から３０年間として

います。 

１９番の案件 位置図は２５ページになります。 

所有権移転 申請地は、下白金地内、白金水源地の南南東１６０ｍほどに位置する田７０２㎡で

す。譲受人は、不動産業を営んでいる法人であり、申請地を譲り受け、建売分譲住宅を建築したい

というもの。譲渡人は、農業経営が困難になってきたため、譲受人の申し出に応じ譲り渡すという

ものです。  

７月２０日に現地確認をしたところ、田で農地性ありと確認しています。農地の区分は、住宅、

事業施設等が連坦している農地のため、第３種農地と判断します。 

２０番の案件 位置図は２６ページになります。 

所有権移転 申請地は、上之保宮脇地内、上之保浄化センターの北北東４２０ｍほどに位置する

畑１００㎡及び登記地目畑、現況地目雑種地６６㎡、計２筆１６６㎡です。譲受人は、３家族で同

居しており、家族が増え手狭になってきたため、申請地を譲り受け、申請地の北側にある農地と一

体利用し自己用の住宅を建築したいというもの。譲渡人は、譲受人の申し出に応じ譲り渡すという

ものです。  

７月２０日に現地確認をしたところ、畑で農地性ありと確認をしています。農地の区分は、住宅、

事業施設等が連坦している農地のため、第３種農地と判断します。 

２１番の案件 位置図は２７ページになります。 

使用貸借権の設定 申請地は、上之保宮脇地内、上之保浄化センターの北北東４２０ｍほどに位

置する登記地目畑、現況地目雑種地９５㎡です。使用借人は、先ほどの２０番の譲受人の妻であり、

３家族で同居しており、家族が増え手狭になってきたため、申請地を借り受け、申請地の南側にあ

る農地と一体利用地し申請地を借り受け、自己用の住宅を建築したいというもの。使用貸人は、娘

である使用借人の申し出に応じ貸しつけるというものです。      

７月２０日に現地確認をしたところ、雑種地であったため始末書の添付があります。農地の区分

は、住宅、事業施設等が連坦している農地のため、第３種農地と判断します。 

２２番の案件 位置図は２８ページになります。 

所有権移転 申請地は、洞戸大野地内、中濃消防組合洞戸出張所の北北東３６０ｍほどに位置す

る登記地目畑、現況地目雑種地５９㎡です。譲受人は、申請地を譲り受けて、譲受人の母が申請地

近隣に計画している保養所への貸しだす駐車場として整備したいというもの。譲渡人は、譲受人の

申し出に応じ譲り渡すというものです。隣接農地の承諾書の添付があります。 

７月２０日に現地確認をしたところ、雑種地であったため始末書の添付があります。農地の区分

は、住宅、事業施設等が連坦している区域に隣接する１０ha 未満の農地のため、第２種農地と判断

します。 

２３番の案件 位置図は２９ページになります。 

所有権移転 申請地は、武芸川町平地内、ＪＡめぐみの美濃農業サポートセンターの北東５３０

ｍほどに位置する登記地目田、現況地目雑種地２０５㎡です。譲受人は、申請地の西側に居住して

おり、駐車場が手狭になってきたため、申請地を譲り受け自己用の駐車場として整備したいという

もの。譲渡人は、譲受人の申し出に応じ譲り渡すというものです。隣接農地の承諾書の添付があり
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ます。 

７月２０日に現地確認をしたところ、田で農地性ありと確認しています。農地の区分は、おおむ

ね１０ｈa 以上の規模の一団の農地等の区域内にある農地のため第１種農地と判断しますが、一種

農地の不許可の例外規定にあたる集落接続に該当するため、許可相当と判断します。 

事業計画変更の１番と同時許可案件となります。 

２４番の案件 位置図は３０ページになります。 

賃貸借権の設定 申請地は、武芸川町谷口地内、武芸小の南南西１８０ｍほどに位置する農振農

用地である田、１７９４㎡です。賃借人は、砂利採取業を営んでいる法人であり、次の２５番に出

てきますが、申請地の南側にて砂利採取の計画をしており、申請地を借り受けて、その砂利採取の

際の表土置場として利用したいというもの。賃貸人は、賃借人の申し出に応じ貸しつけるというも

のです。隣接農地の承諾書の添付があります。 

７月２０日に現地確認をしたところ、田で農地性ありと確認しています。賃貸借の期間は、許可

日から１２カ月としています。  

２５番の案件 位置図は３１ページになります。 

賃貸借権の設定 申請地は、武芸川町八幡地内、武芸小の南西１７０ｍほどなどに位置する農振

農用地である田５筆５６０３㎡です。賃借人は、２４番の賃借人と同一法人であり、申請地を借り

受け、砂利採取をしたいというもの。賃貸人は、賃借人の申し出に応じ貸しつけるというものです。 

７月２０日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しています。賃貸借の期間は、許可

日から１２カ月としています。  

以上、所有権移転に関するもの１１件、使用貸借権の設定に関するもの８件、賃貸借権の設定に

関するもの６件、計２５件につきまして、ご審議をお願いいたします。 

○議長（佐藤善一君）事務局の説明が終わりましたので、担当委員の意見をお聞きします。 

○１番（早川英雄君）１番、２番、３番の案件について、異議ありません。 

○２番（早川誠一君）４番、５番の案件について、異議ありません。 

○３番（佐藤久雄君）６番、７番の案件について、異議ありません。 

○６番（佐藤善一君）８番、９番の案件について、異議ありません。 

○９番（石木治男君）１０番の案件について、異議ありません。 

○１３番（杉山德成君）１１番、１２番、１３番、１４番、１５番の案件について、異議ありませ

ん。 

○１６番（亀山浩君）１６番、１７番、１８番の案件について、異議ありません。 

○１７番（安田孝義君）１９番の案件について、異議ありません。 

○２３番（土屋尊史君）２０番、２１番の案件について、異議ありません。 

○２５番（野村茂君）２２番の案件について、異議ありません。 

○２９番（相宮千秋君）２３番の案件について、異議ありません。 

○３５番（岩田幸子君）２４番、２５番の案件について、異議ありません。 

○議長（佐藤善一君）これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

     （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。 

 議案第３号について、原案のとおり岐阜県知事に進達することに異議のない方は挙手をお願いい

たします。 

     （全員挙手） 
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 それでは、議案第３号の２５件を原案のとおり岐阜県知事に進達することといたします。 

 次に、議案第４号事業計画変更の承認についてを議題といたします。事務局の説明を求めます。 

○事務局課長補佐（長尾成広君）先程の議案の１１ページ２２番の現況地目畑となっておりますが、

雑種地でしたので訂正しお詫びさせていただきます。議案第４号 農地転用許可後の事業計画変更

申請がありましたので、意見を求めます。 

議案は１４ページになります。 

１番の案件 位置図は８ページになります。 

所有権移転 申請地は、鋳物師屋笠屋区画整理事業地内、北天神公民センターの南１６０ｍほど

に位置する登記地目田、現況地目雑種地、換地後の面積は２２９㎡です。当初事業計画者は、不動

産業を営んでおり、平成２８年２月２９日に５条申請にて分譲宅地６区画としてそれぞれ販売する

予定であったが、申請地は区画整理事業施行地区域内の仮換地（飛び換地）であり、仮換地では、

地目変更することができないと法務局より指摘があったため計画が中断し、その後平成２８年６月

３０日には、当初の許可を６分割して分筆の事変許可がなされていたというもの。承継者は、現在

賃貸住宅に居住しており、手狭になってきたため、申請地を譲り受け、自己用の住宅を建築したい

というものです。農地の区分は、都市計画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。 

５条の２番と同時許可案件となります。 

この区画に関しましては、６区画あり６月に４区画出てきまして、今回１区画出てきましたので、

あともう１区画は売買契約が出来た場合には５条と事変が出てくるという案件です。 

２番の案件 位置図は３２ページになります。 

所有権移転 申請地は志津野地内、志津野長坂集会所の南２８０ｍほどに位置する登記地目田、

現況地目雑種地１１㎡です。当初事業計画者は、昭和５６年１０月３０日付け５条許可申請にて住

宅及び工場を建築する予定であったが、諸事情及び東海環状自動車道の道路用地等の買収にかかり、

事業計画を中止していたというもの。承継者は、申請地の北隣に居住しており、申請地を譲り受け、

手狭であった駐車場を整備したいというものです。 

７月２０日に現地確認をしたところ、雑種地でした。農地の区分は、住宅、事業施設等が連坦し

ている農地のため、第３種農地と判断します。 

３番の案件 位置図は３３ページになります。 

所有権移転 申請地は広見地内、広見蔵屋敷組自治会集会所の道路を挟み東向ほどに位置する登

記地目田、現況地目雑種地４５２㎡です。当初事業計画者は、昭和４８年１１月２８日に５条申請

にて、自己用の住宅を建築する予定であったが、資金面で支障をきたし計画がとん挫したというも

の。承継者は、申請地の南隣に居住しており、申請地を譲り受けて、手狭になっている庭や駐車場

として整備したいというものです。 

７月２０日に現地確認をしたところ、雑種地でした。農地の区分は、住宅、事業施設等が連坦し

ているため、第３種農地と判断します。 

４番の案件 位置図は２２ページになります。 

所有権移転 申請地は小屋名地内、小屋名公民センターの東南東４７０ｍほどに位置する登記地

目畑、現況地目雑種地１４６㎡です。当初事業計画者は、昭和５８年１２月１５日に５条申請にて

駐車場として整備する予定であったが、資金面や必要性において支障があり、計画を中止していた

もの。変更後の事業計画者は、現在賃貸住宅に居住しており、当初事業計画者である両親より申請

地を借り受けて、自己用の住宅を建築したいというものです。 

７月２０日に現地確認をしたところ、雑種地でした。農地の区分は、住宅、事業施設等が連坦し
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ているため、第３種農地と判断します。 

５条の１６番と同時許可案件となります。 

５番の案件 位置図は２９ページになります。 

所有権移転 申請地は武芸川町平地内、ＪＡめぐみの美濃農業サポートセンターの北東５３０ｍ

ほどに位置する登記地目畑、現況地目雑種地２０５㎡です。当初事業計画者は、平成１６年７月２

９日に５条申請にて自己用の住宅を建築する予定であったが造成工事を行ったところで、建物や駐

車場の規模等支障があり、計画を中止していたというもの。変更後の事業計画者は、申請地の西隣

に居住しており、駐車場が手狭になってきたため、申請地を譲り受け自己用の駐車場として整備し

たいというものです。 

７月２０日に現地確認をしたところ、雑種地でした。農地の区分は、おおむね１０ｈa 以上の規

模の一団の農地等の区域内にある農地のため第１種農地と判断しますが、一種農地の不許可の例外

規定にあたる集落接続に該当するため、許可相当と判断します。 

５条の２３番と同時許可案件となります。 

以上５件のご審議をお願いいたします。 

○議長（佐藤善一君）事務局の説明が終わりましたので、担当委員の意見をお聞きします。 

○１番（早川英雄君）１番の案件について、異議ありません。 

○６番（佐藤善一君）２番の案件について、異議ありません。 

○１４番（村井由和君）３番の案件について、異議ありません。 

○１６番（亀山浩君）４番の案件について、５条の１６番と同じ案件で異議ありません。 

○２９番（相宮千秋君）５番の案件について、５条申請と同じ案件で異議ありません。 

○議長（佐藤善一君）これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

     （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。 

 議案第４号について、原案のとおり岐阜県知事に進達することに異議のない方は挙手をお願いい

たします。 

     （全員挙手） 

 それでは、議案第４号の５件を原案のとおり岐阜県知事に進達することといたします。 

 次に、議案第５号農業経営基盤強化促進法の農用地利用集積計画の承認についてを議題といたし

ます。事務局の説明を求めます。 

○事務局課長補佐（長尾成広君）議案第５号 関市長より、農業経営基盤強化促進法第１８条第１

項の規定により、農用地利用集積計画の承認を求められたので、意見を求めます。 

議案は１６ページからになります。 

使用貸借権の設定に関するものについて新規６筆２件、賃貸借権の設定に関するもの更新９筆１

件の承認を求められています。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると

考えます。地目は、田が、９筆１４，８０２㎡、畑が３筆１，８３０㎡、地区は下有知、洞戸市場、

上大野の３地区です。設定移転を受ける方は、山藤寿ほか２者です。 

以上、農用地利用集積計画の承認につきまして、ご審議をお願いいたします。 

○議長（佐藤善一君）事務局の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑のある方

はございませんか。 

     （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。 
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 議案第５号の農用地利用集積計画について、原案のとおり許可することに異議のない方は挙手を

お願いいたします。 

     （全員挙手） 

 議案第５号の農地利用集積計画について、原案のとおり許可することといたします。 

 次に、議案第６号地籍調査において登記上の地目が農地である土地に関する地目認定についてを

議題といたします。事務局の説明を求めます。 

○事務局課長補佐（長尾成広君）議案第６号 関市長より、地籍調査において登記上の地目が農地

である土地に関する地目認定協議がありましたので、意見を求めます。 

議案は１８ページから２０ページになります。 

地籍調査に関しましては、６月に武儀の下之保轡野の案件が出てきておりましたが、今回は上之保

地区から出てきております。１９ページで左側が地籍調査前で右側が地籍調査後です。 

現場を見てきましたが、殆どが山林でした。 

田では９３筆１．５６ｈａあるものが、合筆とか山林に変わったりしまして、０．０７ｈａにな

っております。畑では２．９１ｈａあるものが、０．４２ｈａになっておりまして、田と畑の両方

で３．９８ｈａ農地が減って殆どが山林に変わったということです。 

しかし、山林は６０．４２ｈａで農地が減って増えた分を含めましても５９．６２ｈａになって

おり０．８ｈａ減っております。なぜかということですが、合計６６．７２ｈａあったものが６２．

０５ｈａと減っておりますので、元々測量ミスだったということで、今回の地籍調査で正確な面積

になり少なくなったという事です。 

農地に関しましては、実際は農地だったのが山林とか山林化している所が殆どがでした。位置は、

２０ページの上之保行合の馬渡という矢印の辺りの山側でしたので、轡野でしたら宅地や雑種地と

なったものがたくさんありましたが、今回の所は殆どが山林に変わっています。また、この調査に

つきましては、平成２３年に調査をされているそうですし、上之保地区につきましては昭和６１年

から地籍調査をしていたと聞いております。 

○議長（佐藤善一君）事務局の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑のある方

はございませんか。 

〇２３番（土屋尊史君）３．９８ｈａが減ったという事ですが、急傾斜の関係の補助事業の部分の

マイナスというような事は出てこないのですか。 

○事務局課長補佐（長尾成広君）そういう所は入っておりません。本当に山の中です。 

〇２３番（土屋尊史君）急傾斜だけでは足りないから、それを含めて面積を確保しているような所

がかなり上之保ではあるので、それを削ってしまうと補助面積が足りなくなるというような所はな

いですか。 

○事務局課長補佐（長尾成広君）農地の所ではないです。一つ農振農用地で山林というのがあり、

そこが案件になるだろうという所はあります。農林と相談する案件はあります。 

○議長（佐藤善一君）   （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。 

 議案第６号地籍調査において登記上の地目が農地である土地に関する地目認定について、原案の

とおり都市整備課へ通知することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

     （全員挙手） 

 議案第６号地籍調査において登記上の地目が農地である土地に関する地目認定について、原案の

とおり意見なしと回答することといたします。 
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 続きまして、報告第１号農地法第１８条第６項の規定による届出について事務局の説明を求めま

す。 

○事務局課長補佐（長尾成広君）報告１号 農地法第１８条第６項の規定による届出について。 賃

貸者の合意解約の届出について、説明させていただきます。 

議案は２１ページになります。今回１件の届出があります。 

番号１の案件 賃借人は亀山美和さん、小屋名字神明西地内の田１筆４８８㎡です。 

 合意解約日は、平成２８年７月２３日です。 

○議長（佐藤善一君）以上をもちまして、議案の審議はすべて終了いたしました。 

 その他について事務局からの説明を求めます。 

○事務局課長補佐（長尾成広君）次回の農業委員会の総会は９月７日水曜日午前１０時から市役所

６階大会議室で行います。また、先月の総会でもお話させていただきましたが、農地利用最適化推

進委員は関市ではまだ新法になっていませんが、その大会が８月３１日水曜日午後１時から各務原

市民会館でございます。昨年と同じ場所でございます。出席の方はよろしくお願いします。 

〇１７番（安田孝義君）７月１９日に農業者年金加入推進の研修会がありまして、農業委員会と事

務局から計５名出席してまいりました。恵那市、白川町の取り組みをお聞きしてきました。それぞ

れ市町村が苦労してみえるという事でした。関市では２６年度２名の加入者がありましたが昨年度

はゼロいうことでした。今年岐阜県の加入目標は５２名であり、そのうち関市は１名ということで

きております。なかなか対象者がお見えにならず、目標を達成することが出来ておりません。新し

く農業につかれる方にとっては、非常に有利な年金制度だと思っております。国民年金加入者で、

６０才以下の方などそういう対象者の方が市内でお見えになれば、すぐに対応させていただきます

ので、ご紹介をいただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

〇２３番（土屋尊史君）確か加入しようと思うと、本人が国民年金の１号加入者でないといけない

ので、その部分でみなさん辞めてしまわれる。そこをクリアできないと、入りたくても入れない。

扶養になっている人では入れない。それが支障になる部分ですね。 

○議長（佐藤善一君）農業者年金について安田さんよりお話いただきましたが、関市で１名という

目標が来ておりますので、みなさん方でそういった方がお見えになりましたら、年金委員さんの方

へお話をしていただけたらと思います。 

これをもちまして閉会といたします。 

午前１１時１４分 閉会 
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 本日の議事の顛末を記録し、相違ないことを証するためここに署名する。 

 

 

 

 

        議 長    関市西神野１６６５番地 

 

 

 

                                      ㊞ 

                                  

        １７番    関市山田６０５番地 

 

 

 

                                      ㊞ 

                 

１８番    関市側島５６７番地１ 

 

 

 

                                      ㊞ 

                 

 

 


