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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３１年３月６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 農地の買受適格証明に対する意見について  

 

 

 

 

○出席委員（１７名） 

   １番 安田 美雄 君     ２番 井戸 恒男 君     ３番 川村 信子 君 

４番 佐藤 平和 君     ５番 遠藤 昭冶 君    ７番 片岡 篤夫 君 

８番  森   邦彦 君        ９番 八木 豊明 君     １０番 杉山 徳成 君 

１１番 中村 雅博 君    １２番 後藤 三郎 君     １３番 安田 孝義 君 

１４番 増井 賢一 君   １５番 土屋 尊史 君   １６番 野村 茂  君 

１７番 日置 香   君    １８番 永井 博光 君      

 

 

    

 

○欠席委員（２名）     

  ６番 野田 卓志 君   １９番 岩田 幸子 君     

 

 

 

 

 

○委員以外の出席者 

 産業経済部長       横山 伸治 君   農業委員会事務局長    西部 成敏 君   

農業委員会事務局課長補佐 長屋 正彦 君   農業委員会事務局主任主査 山下 清司 君   

農業委員会事務局係長   渡辺 初美 君   武芸川事務所課長補佐   桜井 伸一 君       

上之保事務所主事     福田 明宏 君 
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午前９時００分 開会 

○事務局課長補佐（長屋正彦君）それでは、ただ今より農業委員会を始めさせていただきます。

初めに、市民憲章のご唱和をお願いいたします。 

（市民憲章唱和） 

ありがとうございました。御着席ください。それでは、野村会長よりご挨拶をお願いします。 

○会長（野村茂君）皆さんおはようございます。農業委員会の総会に御出席をいただきまして誠に

ありがとうございます。先般２月２７日に、美濃加茂市で農政講演会が行われまして、御出席をい

ただきました方には本当にありがとうございました。お疲れさまでした。農政講演会には埼玉県の

秩父市の農業委員会の横田友さんという方が、講演をなされました。この横田友様は、市の農業委

員会の職務代理者、また県の女性農業委員協議会の会長等を経られまして、現在全国農業委員会女

性協議会会長に就任をされておられます。講演をされました中で、一つ力説をされたことは、女性

は、食を通じて命をつなぐ働きをしているので、そういったことで、女性農業員は重要だというこ

とを力説をされておられました。確かにおっしゃる通りだというふうにお受けいたしました。そし

て、どこでも同じような課題ですが、それぞれの地域によって農業委員また推進委員の活動は異な

っているということでございますがこれはどこでも同じ状況であろうかというふうに思いました。

そして、同じ日ですが私ちょっと洞戸の特産物のキウイの方の関係で参加をいたしましたんですが、

ＪＡめぐみの開催でＧＡＰ東京オリパラ農産物対策ということで、ＧＡＰということ御存じかと思

いますがＧＡＰの認証講習会にお邪魔をいたしました。なすを栽培してみえます篠田さんというお

方です。ちょっと地域的に広見の方の方でした。そこで認証や手順等について講習を受けました。

そこで県下の農産物は３３件ありまして、そのうち農産物については２４事業者認証を受けておら

れるということと畜産物については２業者水産物、これは鮎ですがこれについては２業者が認証を

受けられておられるということです。この講習を受ける中で私としましては、本当に勉強不十分で

あったなと思うのは野菜ものを作っておられる方については、収穫するはさみまで特になすでした

ので、消毒をされておる。そういったことで本当に御負担の多い作業だなと改めて私自身勉強させ

ていただきました。そのようなことで、ちょっと先月は私なりに勉強する機会を得られたかなと思

っております。それでは本日は議案につきまして御審議を賜りますよう、よろしくお願いをいたし

まして、御挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○事務局課長補佐（長屋正彦君）続きまして、産業経済部長の横山がご挨拶申し上げます。 

○産業経済部長（横山伸治君）おはようございます。すっかり春めいてきて暖かくなったんですけ

ど私も御多分に漏れず、花粉症で今もずっと今週特にひどくってマスクが欠かせないっていうとこ

ですけど、昨年、一昨年なんかは全然大丈夫だったんですけど何か、急に今週の日曜日あたりから

土曜日あたりからですねひどくなってずるずるなんですけど、今、市のほうではちょうど３月平成

３１年の第１回の定例会、議会の真っ最中でございます。先般一般質問、それから代表質問等が終

わりまして、その中で農業関係の御質問をいただきました。例えば農業の担い手の課題についても

御質問いただきました。これは、市長が自ら答弁したんですけど、御承知の本年度から始まりまし

た三つの制度そんな紹介をさせていただいて、やっていきたいという旨の答弁をさせていただきま

した。あと、昨年の１２月にどぶろく特区っていうのが認定を受けましたのでそれについてもこれ

は一般質問の方で答弁させていただいたんですけど、それが認められたということで、今後、例え

ば６次産業化にも一役を一助になるんじゃないかというふうに思っております。そんな答弁をさせ

ていただきました。あと残すところ今日からですけど、各委員会が始まりました。これは３月補正

とか条例の改正等が主なものになりますけど、私どもは明日、文教経済委員会で補正を御説明して

お認めいただきたいということです。それから来週になると新年度の３１年度の予算の特別委員会

があり、こちらの方でも新年度の予算を説明させていただいて、お認めいただけるようにというふ

うに今進めておる所です。いよいよ新年度ももうあと１カ月もないところで始まりますけど、いろ

んな事業が、この予算の裏づけをもって進んで行くということになりますけど、今年度はいろいろ

災害が多い年でございましたけども、来年は災害がない年を願いつつ、また新しい取り組みもやっ

ていきますんで、今一層に皆さんの御協力をお願いしたいと思っております。今日は貴重な時間、

また大勢出席していただきましてありがとうございます。よろしくお願いいたします。以上です。 

○事務局課長補佐（長屋正彦君）それでは、本日の欠席委員のご報告をさせていただきます。６
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番の野田委員、１９番の岩田委員が欠席となっております。よろしくお願いいたします。それで

は議事進行につきましては、会長、よろしくお願いいたします。 

○議長（野村茂君）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条の規定により、

委員の過半数以上の出席をいただいておりますので、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。５番遠藤委員さん、７番片岡委員さんのお２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についてを議題とします。

事務局の説明をお願いします。 

○事務局課長補佐（長屋正彦君）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。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。申請地は、肥田瀬地内､長良川鉄道関富岡駅の南東

１４０ｍほどに位置する農振農用地区域外である畑２筆１１．１９㎡。田１０㎡。申請の目的は、

所有権移転です。譲受人は、申請地を買い受けて、農業経営の拡大を図るというもの。譲渡人は、

譲受人の申し出に応じ、申請地を売り渡すというもの。 

２番の案件 位置図は、２ページになります。申請地は、稲口地内､稲口公民センターの南西５０

０ｍほどに位置する農振農用地である田２筆１，９９４㎡。申請の目的は、所有権移転です。譲受

人は、申請地を買い受けて、農業経営の拡大を図るというもの。譲渡人は、高齢のため、農地の維

持、管理が困難なため、譲受人の申し出に応じ、売り渡すというもの。 

３番の案件 位置図は、３ページになります。申請地は、倉知地内､関商工の北西２３０ｍほどに

位置する農振農用地区域外である登記地目田、現況地目畑３筆１，０４１㎡。申請の目的は、所有

権移転です。譲受人は、申請地を買い受けて、農業経営の拡大を図るというもの。譲渡人は、譲受

人の申し出に応じ、売り渡すというもの。 

４番の案件 位置図は、４ページになります。申請地は、武芸川町宇多院地内､一色公民館の北東

３０ｍほどに位置する農振農用地である畑４１㎡。農振農用地区域外である畑２筆１２３㎡。登記

地目宅地、現況地目畑３４．６５㎡。申請の目的は、所有権移転です。譲受人は、申請地を買い受

けて、農業経営の拡大を図るというもの。譲渡人は、遠方に居住しており、農地の管理ができない

ため、譲受人の申し出に応じ、売り渡すというもの。本案件は、３条５番の案件と同時許可となり

ます。 

５番の案件 位置図は、５～７ページになります。申請地は、武芸川町谷口地内、森本公民館の

南東３５０ｍ程に位置する農振農用地である田１，０９２㎡。武芸川町宇多院地内､一色公民館の南

東２８０ｍほどに位置する農振農用地である田８００㎡。武芸川町谷口地内、武芸小学校の北西４

７０ｍ農振農用地である田２６４㎡。申請の目的は、使用貸借権の設定です。借受人は、申請地を

使用貸借により借り受けて、農業経営の拡大を図るというもの。貸付人らは、遠方に居住しており、

農地の管理ができないため、借受人の申し出に応じ、貸し付けるというもの。貸借の期間は、許可

日より５年間となっています。本案件は、３条４番の案件と同時許可となります。 

すべての案件について、２月１５日に現地を確認した結果、農地性ありと確認しています。 

以上、所有権の移転に関するもの４件、使用貸借権の設定に関するもの１件につきまして、ご審

議をお願いいたします。 

○議長（野村茂君）事務局の説明が終わりました。議案第１号について補足説明のある委員さんは

挙手にて発言をお願いします。 

（発言なし） 

 ないようですので、議案第１号について質疑のある方は挙手にて発言をお願いします。 

    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決します。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、挙手をお願いします。 

        （全員挙手） 

 はい。ありがとうございます。全員のご賛同をいただきました。議案第１号の５件を許可するこ

ととします。 

続きまして、議案第２号 農地法第４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



- 4 - 

 

題とします。事務局の説明をお願いします。 

○事務局課長補佐（長屋正彦君）議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意

見について。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ページになります。 

１番の案件 位置図は、８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 

西１２０ｍほどに位置する田７４６㎡。農地の区分は、都市計画法の用途地域のため、第３種農地

と判断します。転用目的は、共同住宅です。申請者は、高齢に伴い足腰が弱くなり、農業を行うこ

とが困難になったため、申請地に共同住宅を建築し、今後の生活基盤の安定を図りたいというもの。 

２月１５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。申請地は、第３種農地

であるため、転用はやむ得ないものと判断します。 

２番の案件 位置図は、９ページになります。申請地は、板取地内、田口集会所の北北東２５０

ｍほどに位置する登記地目畑、現況地目雑種地２７９㎡。農地の区分は、住宅、事業施設が連担す

る区域に近接する１０ｈａ未満の農地の区域内のため、第２種農地と判断します。転用目的は、オ

ートキャンプ場資材置場です。申請者は、申請地を飲食店、オートキャンプ場を経営しているが、

資材置場が必要となったため、申請地を資材置場として利用したいというもの。隣地農地所有者の

承諾を得ています。 

２月１５日に現地確認をしたところ、４、５年前に埋め立てし、現況雑種地であるため、始末書

が添付されています。申請地は、第２種農地であるため、代替性について検討した結果、他に事業

の目的を達成することが出来る土地がないため、転用はやむ得ないものと判断します。 

 以上、２件について、ご審議をお願いします。 

○議長（野村茂君）事務局の説明が終わりました。議案第２号について補足説明のある委員さんは 

挙手にて発言をお願いします。 

    （発言なし） 

 ないようですので、これより質疑を行います。議案第２号について質疑のある委員さんは挙手に 

て発言をお願いします。 

    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決します。議案第２号について、原案の通り岐阜県知事に

進達することに異議のない方は、挙手をお願いします。 

        （全員挙手） 

 はい。ありがとうございました。全員の挙手をいただきました。議案第２号の２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。 

続きまして議案第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

とします。事務局の説明をお願いします。 

○事務局課長補佐（長屋正彦君）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。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、１０ページになります。申請地は、東新町５丁目地内東新公民センター

の北東２４０ｍほどに位置する田２筆１，３０５㎡。農地の区分は、都市計画法の用途地域のため、

第３種農地と判断します。転用の目的は、食品製造業駐車場です。譲受人は、申請書の東側で食品

製造業を行っている会社で、事業拡大に伴い、新たに従業員を雇用したいが、駐車場が不足してい

るため、申請地を買い受けて、駐車場として利用したいというもの。譲渡人は、相続により取得し

たが、周辺が住宅化し、農薬散布等に支障があるなど、農地として維持することが困難なため、譲

受人の申し出に応じ、売り渡すというもの。 

２月１５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。申請地は、第３種農地

であるため、転用はやむ得ないものと判断します。 

２番の案件 位置図は、１１ページになります。申請地は、鋳物師屋笠屋土地区画整理事業地内 

天神公民センターの南西１３０ｍほどに位置する田１，９２３㎡。農地の区分は、都市計画法の用

途地域のため、第３種農地と判断します。転用の目的は、社宅です。譲受人は、社宅を建設したく、

通勤に支障がなく、住居環境を備えた土地を探していたところ、その要件を満たしていたため、申
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請地を買い受けて、社宅を建築したいというもの。譲渡人は、高齢により耕作が困難なため、譲受

人の申し出に応じ、売り渡すというもの。隣地農地所有者の承諾を得ています。 

２月１５日に現地確認をしたところ、平成２９年ころに埋め立てし、現況雑種地であったため、

始末書が添付されています。申請地は、第３種農地であるため、転用はやむ得ないものと判断しま

す。 

３番の案件 位置図は、１２ページになります。申請地は、肥田瀬地内長良川鉄道関富岡駅の南

東２２０ｍほどに位置する田２筆４６８㎡の内、２４６．１８㎡。農地の区分は、申請地から３０

０ｍ以内に駅があるため、第３種農地と判断します。転用の目的は、一般個人住宅です。借受人は、

現在アパートに住んでいるが、家族が増え手狭になったため、申請地を祖父より使用貸借により借

り受けて、一般個人住宅を建築したいというもの。貸付人は、借受人である孫の申し出に応じ、貸

し付けるというもの。 

２月１５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。申請地は、第３種農地

であるため、転用はやむ得ないものと判断します。 

４番の案件 位置図は、１３ページになります。申請地は、肥田瀬地内長良川鉄道関富岡駅の南

東１４０ｍほどに位置する田６筆１，７９８．１６㎡。畑２筆３８６㎡。農地の区分は、都市計画

法の用途地域のため、第３種農地と判断します。転用の目的は、宅地分譲です。譲受人は、申請地

を買い受けて、住宅分譲として利用したいというもの。譲渡人らは、耕作が困難なため、譲受人の

申し出に応じ、売り渡すというもの。隣地農地所有者の承諾を得ています。 

２月１５日に現地確認をしたところ、田、畑で農地性ありと確認しています。申請地は、第３種

農地であるため、転用はやむ得ないものと判断します。本案件は、１０００㎡を超えるため、関市

開発指導要綱に基づく協議が必要となります。 

５番の案件 位置図は、１４ページになります。申請地は、肥田瀬地内長良川鉄道関富岡駅の南

東４３０ｍほどに位置する田９筆１１，０４９㎡。農地の区分は、農振農用地です。転用の目的は、

砂利採取（一時転用）です。借受人は、砂利採取業を行っている会社で、申請地を賃貸借権により

借り受けて、砂利採取をしたいというもの。貸付人らは、借受人の申し出に応じ、貸し付けるとい

うもの。砂利採取期間は、許可日から１８ヵ月となっています。 

２月１５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。申請地は、農振農用地

であるが、転用は一時的なものであり、農地への復元が確約されているため、転用はやむ得ないも

のと判断します。本案件は、砂利採取法と同時許可となります。 

６番の案件 位置図は、１５ページになります。申請地は、肥田瀬地内長良川鉄道関富岡駅の南

東４３０ｍほどに位置する田２筆２，４５７㎡。農地の区分は、農振農用地です。転用の目的は、

砂利採取（一時転用）です。借受人は、砂利採取業を行っている会社で、申請地を賃貸借権により

借り受けて、砂利採取をしたいというもの。貸付人は、借受人の申し出に応じ、貸し付けるという

もの。砂利採取期間は、許可日から１２ヵ月となっています。 

２月１５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。申請地は、農振農用地

であるが、転用は一時的なものであり、農地への復元が確約されているため、転用はやむ得ないも

のと判断します。本案件は、砂利採取法と同時許可となります。 

７番の案件 位置図は、１６ページになります。申請地は、西本郷通６丁目地内西本郷公民セン

ターの東１００ｍほどに位置する田２筆１，３７６㎡の内６８６㎡。登記地目田、現況地目畑２筆 

１，３０２㎡畑１３８㎡。登記地目田、現況地目宅地４２７㎡。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。転用の目的は、ドラッグストアです。借受人は、申請地

を賃貸借により借り受けて、ドラッグストアを建設したいというもの。貸付人らは、借受人の申し

出に応じ、貸し付けるというもの。貸借の期間は、許可日より３０年間となっています。 

２月１５日に現地確認をしたところ、８６－３については、平成８年ごろに埋め立てし、車庫、

倉庫として利用しており、現況宅地であったため、始末書が添付されています。申請地は、第３種

農地であるため、転用はやむ得ないものと判断します。 

８番の案件 位置図は、１７ページになります。申請地は、西本郷通６丁目地内西本郷公民セン

ターの東１００ｍほどに位置する田１，０３３㎡の内６８９㎡。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。転用の目的は、一般個人住宅倉庫です。借受人は、自身
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が所有する倉庫が、別件で申請中のドラッグストアの建築に伴い、移転することとなり、申請地を

賃貸借により借り受けて、倉庫を建築したいというもの。貸付人は、借受人の申し出に応じ、貸し

付けるというもの。貸借の期間は、許可日より３０年間となっています。 

２月１５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。申請地は、第３種農地

であるため、転用はやむ得ないものと判断します。 

９番の案件 位置図は、１８ページになります。申請地は、西本郷通６丁目地内西本郷公民セン

ターの南東２２０ｍほどに位置する畑３７６㎡。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。転用の目的は、造園土木工事業 駐車場です。譲受人は、造園土木工事

業を行っている会社で、事業に使用する車両の駐車場を借りていたが、立ち退き要請があったため、

申請地を買い受けて、駐車場としたいというもの。譲渡人は、耕作が困難なため、譲受人の申し出

に応じ、売り渡すというもの。隣地農地所有者の承諾を得ています。 

２月１５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。申請地は、第３種農地

であるため、転用はやむ得ないものと判断します。 

１０番の案件 位置図は、１９ページになります。申請地は、西本郷通７丁目地内西本郷公民セ

ンターの南東４００ｍほどに位置する登記地目田、現況地目雑種地２筆７３８㎡。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。転用の目的は、土木工事業資材置場で

す。譲受人は、土木工事業を行っている会社で、申請地は事務所に隣接しており、資材置き場とし

て最適であるため、申請地を買い受けて、資材置場としたいというもの。譲渡人は、相続により取

得したが、居住地が遠方であることから、農地とて管理することが困難なため、譲受人の申し出に

応じ、売り渡すというもの。 

２月１５日に現地確認をしたところ、昭和５０年ころに埋め立てし、現況雑種地であったため、

始末書が添付されています。申請地は、第３種農地であるため、転用はやむ得ないものと判断しま

す。 

１１番の案件 位置図は、２０ページになります。申請地は、倉知地内 前山公民センターの北

東１４０ｍほどに位置する田６筆１，５９９㎡。畑３８０㎡。農地の区分は、住宅、事業施設等が

連担している区域に近接する１０ｈａ未満の農地の区域内のため、第２種農地と判断します。転用

の目的は、自動販売機の設置修理業、駐車場です。譲受人は、自動販売機の設置修理業を行ってい

る会社で、申請地の東側で事務所、倉庫を建築中であるが、敷地内に駐車場が不足しているため、

申請地を買い受けて、駐車場として利用したいというの。譲渡人らは、譲受人の申し出に応じ、売

り渡すというもの。 

２月１８日に現地確認をしたところ、田、畑で農地性ありと確認しています。申請地は、第２種

農地であるため、代替性について検討した結果、他に事業の目的を達成することが出来る土地がな

いため、転用はやむ得ないものと判断します。本案件は、都市計画法による開発許可が必要であり、

事業計画変更の 1 番の案件と当時許可となります。 

１２番の案件 位置図は、２１ページになります。申請地は、倉知地内関警察署倉知交番の北東

４６０ｍほどに位置する田６筆２，６９４㎡。畑１１６㎡。農地の区分は、住宅、事業施設等が連

担しているため、第３種農地と判断します。転用の目的は、金型製造業工場です。譲受人は、東京

都江東区に本社がある金型製造業を行っている会社で、受注が増え、生産が間に合わなくなってき

たため、申請地を買い受けて、工場を建築したいというもの。譲渡人らは、農業経営の後継ぎがな

いため、譲受人の申し出に応じ、売り渡すというもの。 

２月１８日に現地確認をしたところ、田、畑で農地性ありと確認しています。申請地は、第３種

農地であるため、転用はやむ得ないものと判断します。本案件は、１０００㎡を超えるため、関市

開発指導要綱に基づく協議が必要であります。 

１３番の案件 位置図は、２２ページになります。申請地は、下有知地内下有知南部公民センタ

ーの西５０ｍほどに位置する畑２筆７４６㎡。農地の区分は、住宅、事業施設等が連担しているた

め、第３種農地と判断します。転用の目的は、貸駐車場です。譲受人は、刃物製作所を経営してお

り、業務拡大で駐車場が不足しているため、申請地を買い受けて、貸駐車場として利用したいとい

うもの。譲渡人は、まとまったお金が必要となったため、譲受人の申し出に応じ、売り渡すという

もの。隣地農地所有者の承諾を得ています。 
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２月１５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。申請地は、第３種農地

であるため、転用はやむ得ないものと判断します。 

１４番の案件 位置図は、２３ページになります。申請地は、下有知地内長良川鉄道関下有知駅

の北４９０ｍほどに位置する田３筆１，５５３㎡。農地の区分は、申請地から５００ｍ以内に駅が

あるため、第２種農地と判断します。転用の目的は、太陽光発電施設です。譲受人は、太陽光発電

施設の適地を探していたところ、申請地は、気象条件、環境条件が良いため、申請地を買い受けて、

太陽光発電施設として利用したいというもの。譲渡人は、相続により取得したが、後継者もなく、

耕作が困難なため、譲受人の申し出に応じ、売り渡すというもの。 

２月１５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。申請地は、第２種農地

であるため、代替性について検討した結果、他に事業の目的を達成することが出来る土地がないた

め、転用はやむを得ないものと判断します。 

１５番の案件 位置図は、２４ページになります。申請地は、小瀬地内十三塚公民センターの北

西３００ｍほどに位置する田３７１㎡。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。転用の目的は、一般個人住宅 駐車場・庭です。譲受人は、申請地の隣地に自己

住宅を所有しているが、駐車場が手狭なため、申請地を買い受けて、駐車場・庭として利用したい

というもの。譲渡人は、まとまったお金が必要となり、譲受人の申し出に応じ、売り渡すというも 

の。 

２月１５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。隣地農地所有者の承諾

を得ています。申請地は、第３種農地であるため、転用はやむ得ないものと判断します。 

１６番の案件 位置図は、２５ページになります。申請地は、下白金地内山田公民センターの西

３２０ｍほどに位置する登記地目畑、現況地目一部雑種地２５５㎡。農地の区分は、住宅、事業施

設等が連担しているため、第３種農地と判断します。転用の目的は、一般個人住宅 庭、駐車場で

す。譲受人は、申請地の北側に居住しているが、庭、駐車場が手狭なため、申請地を買い受けて、

庭、駐車場として利用したいというもの。譲渡人は、農地として維持、管理することが困難なため、

譲受人の申し出に応じ、売り渡すというもの。 

２月１８日に現地確認をしたところ、平成１０年ころ一部を埋め立てし、現況雑種地であるため、

始末書が添付されています。申請地は、第３種農地であるため、転用はやむ得ないものと判断しま

す。 

１７番の案件 位置図は、２６ページになります。申請地は、上之保地内横腰集会所の南西３２

０ｍほどに位置する畑４２９㎡。農地の区分は、住宅、事業施設等が連担しているため、第３種農

地と判断します。転用の目的は、土木建設業工事用車両置き場です。譲受人は、土木建設業を行っ

ている会社で、申請地東側隣接地に工事用車両を置場があるが、他の場所に置いてある工事用車両

を一か所に集め管理したいので、申請地を買い受けて、工事用車両置き場として利用したいという

もの。譲渡人は、高齢になり、農業を継続することが困難であるため、譲受人の申し出に応じ、売

り渡すというもの。 

２月１５日に現地確認をしたところ、昨年の夏の豪雨による川の氾濫で、緊急に大量の土嚢を作

る必要があったため、譲渡人の了解を得て、申請地を掘ったことにより、現況雑種地であったため、

始末書が添付されています。申請地は、第３種農地であるため、転用はやむ得ないものと判断しま

す。本案件は、河川法許可と同時許可になります。 

１８番の案件 位置図は、２７ページになります。申請地は、武芸川町跡部地内道の駅むげ川の

北西４００ｍほどに位置する畑１２２㎡、登記地目畑、現況地目一部宅地２筆４６２㎡。農地の区

分は、住宅、事業施設等が連担しているため、第３種農地と判断します。転用の目的は、一般個人

住宅です。借受人は、現在アパートに住んでいるが、家族が増え手狭になったため、申請地を使用

貸借により借り受けて、一般個人住宅を建築したいというもの。貸付人は、借受人の申し出に応じ、

貸し付けるというもの。 

２月１５日に現地確認をしたところ、平成２６年ころに一部を埋立てし、現況宅地であったため、

始末書が添付されています。申請地は、第３種農地であるため、転用はやむ得ないものと判断しま

す。 

以上、所有権移転に関するもの１２件、使用貸借権設定に関するもの２件、賃貸借権の設定に関
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するもの４件、計１８件につきまして、ご審議をお願いいたします。 

○議長（野村茂君）事務局の説明が終わりました。議案第３号について補足説明のある委員さんは

挙手にて発言をお願いします。 

    （発言なし） 

 ないようですので、質疑を行います。議案第３号について質疑のある委員さんは、挙手にて発言 

をお願いします。 

    （「なし」の声あり） 

○議長（野村茂君）ないようですので、採決します。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します。 

        （全員挙手） 

 はい。ありがとうございました。全員挙手いただきました。議案第３号の１８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。続きまして議案第４号 事業計画変更申請に対する意見

についてを議題とします。事務局の説明をお願いします。 

○事務局課長補佐（長屋正彦君）議案第４号 事業計画変更申請に対する意見について。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、１７ページになります。 

１番の案件 位置図は、２８ページになります。申請地は、倉知地内前山公民センターの北東１

４０ｍほどに位置する田９筆４，３８１㎡、畑３８０㎡。変更内容は、事業面積の変更です。事業

計画者は、平成３０年１１月１５日に、５条許可を受けて、自動販売機の設置、修理業事務所及び

倉庫の建築する計画であったが、当初計画時に取得できなかった土地所有者から、土地の売買の承

諾を得ることが出来たため、申請地を買い受けて、事業規模を拡大し、事務所、倉庫、駐車場を建

設したいというもの。 

２月１８日に現地確認をしたところ、田、畑で農地性ありと確認しています。申請地は、住宅、

事業施設等が連担する区域に近接する１０ha 未満の農地区域のため、第２種農地であるため、代替

性について検討した結果、他に事業の目的を達成することが出来る土地がないため、転用はやむ得

ないものと判断します。本案件は、５条１１番と同時許可となります。 

以上、ご審議をお願いいたします。 

○議長（野村茂君）事務局の説明が終わりました。議案第４号について補足説明のある委員さんは

挙手にて発言をお願いいたします。 

    （発言無し） 

 ないようですので、これより質疑を行います。議案第４号について質疑のある方は挙手にて発言 

をお願いいたします。 

    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですのでこれより採決します。議案第４号について原案の通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します。 

        （全員挙手） 

 はい。ありがとうございます。全員の挙手をいただきました。議案第４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５号 農用地利用集積計画の承認についてを

議題とします。事務局の説明をお願いします。 

○事務局課長補佐（長屋正彦君）議案第５号 農用地利用集積計画の承認について。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、１８ページからになります。 

使用貸借権設定に関するものについて、新規が、１８件。地目は、田が１７筆で１３，７４１㎡。

畑が１筆で７２１㎡。更新が、１件、地目は田が１筆で１，９３９㎡です。賃貸借権の設定に関す

るものについて、新規が、１８件。地目は、田が１筆で、２，３４７㎡。畑が１９筆で、２３，７

５１㎡です。地区は、洞戸飛瀬、千疋、植野、山田、小野、市平賀、小屋名、上白金、武芸川町跡

部、八幡、谷口、平の１２地区でございます。権利の設定を受ける者は、阿曽徹外でございます。

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。 

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。 
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○議長（野村茂君）事務局の説明が終わりました。議案第５号について質疑を行います。質疑のあ

る方はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

○議長（野村茂君）ございませんようですので、これより採決します。議案第５号について、原案

のとおり承認することに異議のない方は挙手をお願いします。 

    （全員挙手） 

はい。ありがとうございました。全員の挙手をいただきました。議案第５号の農用地利用集積計画

について、原案のとおり承認することとします。 

続きまして、議案第６号農地の買受適格者証明に対する意見についてを議題とします。事務局

の説明を求めます。 

○事務局課長補佐（長屋正彦君）議案第６号 農地の買受適格者証明に対する意見について。 

 民事執行規則第３３条の規定に基づき、下記農地の買受適格証明願いがあったので、意見を求め

ます。 

議案は２１ページになります。 

 平成２９年に新たに農業委員となられた委員さんには、初めての案件となりますので、農地の買

受適格者証明について、説明します。 

農地の買受適格証明とは、民事執行法の規定により不動産の売却を実施する競売、又は国税滞納

処分による公売により、農地法第３条第１項又は、第５条第１項による許可を要する農地等が売却

される場合、当該農地等を取得できない者が、最高価格買受人になることを未然に防ぐため、買い

受けの申し出ができる者を、買受適格者証明書を有している者に限定するという取り扱いがされて

おります。 

 買受適格証明書は、許可権限を有している行政庁が交付するものとし、３条の場合は、農業委員

会が、５条は県が証明書を交付するものであります。 

 競売又は、公売により買受人となった場合は、改めて、農地法３条又は、５条の許可申請が必要

となります。 

１番の案件 位置図は、２９ページになります。申請地は、山田地内、虹ヶ丘幼稚園の北西１９

０ｍほどに位置する登記地目畑、現況地目宅地２筆１５５㎡。申請の目的は、建設業従業員駐車場

です。申請人は、競売物件である土地と建物を買い受け、建物は従業員の寮として利用し、申請地

である農地を、従業員用の駐車場として一体利用したいので、平成３１年４月２日から４月９日ま

での間で行われる競売に参加したいため、農地法５条第１項目的での適格者証明書の交付を求める

ものである。 

２月１５日に現地確認をしたところ、現況宅地であることを確認しています。申請地は、農地法

第５条第２項で規定する許可基準である立地基準については、住宅、事業施設等が連担しているた

め、第３種農地に該当し、一般基準である事業の確実性、周辺農地の営農条件に影響を与えない等

の基準を満たすものと判断します。よって、申請者は、買受適格者に該当する者と判断します。 

 以上１件につきまして、ご審議をお願いいたします。 

○議長（野村茂君）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。 

議案第６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願いま

す。 

    （全員挙手） 

 全員挙手のため、議案第６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。 

以上をもちまして本日の議案の審議は全て終了いたしました。ご審議賜りまして誠にありがとう

ございました。その他について、事務局の説明を求めます。 

○事務局課長補佐（長屋正彦君）次回農業委員会総会につきましては、平成３１年４月８日月曜日午

前１０時から、場所は市役所６階の６‐６、６‐７の会議室で行う予定をしております。これから

の予定でございますが、４月分の転用申請の受け付け締め切りは３月１８日の月曜日、申請地の現
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地確認につきましては、３月２０日の水曜日、３月２０日の金曜日を予定しております。本日の案

件の農業会議の答申日は、３月２７日水曜日となっております。それでは、閉会の挨拶を職務代理

の安田委員お願いいたします。 

○職務代理（安田孝義君）御苦労さまでございました。冒頭ですね、部長がちょっと挨拶の中で申

されたように、花粉の飛散って言うんですかね時期になりました。それと同時に畑、田んぼの農作

業の本番に入ります。昨年、農業の機械事故で悲惨な事故が起きておりますので、お互いにくれぐ

れも気をつけて二度と起きないように気をつけていただきたいと思います。それから、買受証明の

説明がありました。実は私も詳しいことは分からないって言うんですかね。例えば、入る場合です

ね、田んぼだと旧関だと５反とか、３反とか２反ですね、その基準があるわけですが、先ほどの件

についてはそれは該当しませんけど、次の農業委員会の時でいいですから、書類っていうんですか

ね、差し支えなかったら説明を説明文をお願いしたいなと。どんなもんでしょうか。今の説明を聞

いただけでは、分からない部分があると思いますので、折角こういうのが新しく出てきましたので、

ぜひ皆さんに渡るようにちょっと御足労願ったらと思っております。これをもちまして総会を終了

いたします。ありがとうございました。 

午前１１時３分 閉会 

本日の議会の顛末を記録し、相違ないことを証するためここに署名する。 
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