
開催日時 14：00～15:00

開催場所 下呂総合庁舎　5階大会議室

出席委員 1 番 2 番 上野耕正 3 番 大森公治(推）

4 番 5 番 嶋田浩 6 番 熊﨑みどり

7 番 8 番 林忠和(推） 9 番 中川輝男(推）

10 番 11 番 二村昭司 12 番 小林寿

13 番 14 番 鎌倉誠也 15 番 細江忠光

16 番 17 番 松嶋光秋(推） 18 番 熊﨑博(推）

19 番 20 番 二村正明(推） 21 番 金森茂俊

22 番 23 番 佐古健 24 番 日下部道男(推）

25 番 26 番 佐古正昭(推）

欠席委員 8 番 20 番 二村正明(推）

議事日程 第１ 会長あいさつ

第２ 議事録署名者

第３ 議事

議事 49 号

議事 50 号

議事 51 号

議事 52 号

第４ その他

事務局長

ただ今から第12回農業委員会を開催いたします。

会　長 【会長あいさつ】

会　長 　それでは只今から審議に入らせていただきます。

　審議に先立ちまして、本日の議事録署名委員を指名いたします。

12 番 委員

14 番 委員 にお願いいたします。

会　長

会　長

　開催に先立ち、農業委員会法に基づき、全農業委員数１４名
本日の出席数１４名で定足数を満たしておりますので、本会議が成立することを
申し添えます。

鎌倉誠也

井戸克彦(推）

農地法第３条の規定による別段の面積の設定について

農地法第３条の規定による許可申請について

農地法第４条の規定による許可申請について

　ご意見、ご質問がないようですので裁決を取ります。農地法第３条の規定によ
る別段の面積の設定について原案の通り決するにご異議ない方の挙手を求めま
す。

林忠和(推）

農地法第５条の規定による許可申請について

　議題第49号　農地法第３条の規定による別段の面積の設定について別紙のとお
り許可申請書が提出されましたので意見を決定したく提案いたします。なお、新
型コロナウィルス対策として時間を短縮するため、議案の読み上げおよび、委員
による状況説明は省略させていただきます。
議案の２ページをお開きください。こちらの案件につきまして、ご意見、ご質問
がございましたらお願いいたします。

小林寿

田中覚章(推）

川口太三(推）

中島尊治

中島次郎(推）

髙木康則

令和2年　下呂市農業委員会第12回総会議事録

令和2年12月3日

山下康子

中川元宏

中島義彦



【挙手全員】

会　長

会　長

会　長

【挙手全員】

会　長

会　長

会　長

【挙手全員】

会　長

会　長

会　長

【挙手全員】

会　長 　ご異議ないものと認め、原案の通り承認いたします。

　議題第52号　農地法第５条の規定による許可申請について別紙のとおり許可申
請書が提出されましたので意見を決定したく提案いたします。
議案の９ページから１１ページをお開きください。こちらの案件につきまして、
ご意見、ご質問がございましたらお願いいたします。

　ご異議ないものと認め、原案の通り承認いたします。

　ご意見、ご質問がないようですので裁決を取ります。農地法第４条許可申請2件
について原案の通り決するにご異議ない方の挙手を求めます。

　ご意見、ご質問がないようですので裁決を取ります。農地法第５条許可申請6件
について原案の通り決するにご異議ない方の挙手を求めます。

　議題第51号　農地法第４条の規定による許可申請について別紙のとおり許可申
請書が提出されましたので意見を決定したく提案いたします。
議案の８ページをお開きください。こちらの案件につきまして、ご意見、ご質問
がございましたらお願いいたします。

　ご異議ないものと認め、原案の通り承認いたします。

　議題第50号　農地法第３条の規定による許可申請について別紙のとおり許可申
請書が提出されましたので意見を決定したく提案いたします。
議案の５から７ページをお開きください。こちらの案件につきまして、ご意見、
ご質問がございましたらお願いいたします。

　ご意見、ご質問がないようですので裁決を取ります。農地法第３条許可申請8件
について原案の通り決するにご異議ない方の挙手を求めます。

　ご異議ないものと認め、原案の通り承認いたします。



会　長

会　長

※終了後、コンプライアンス研修を開催した。

番

　以上をもちまして、第12回　下呂市農業委員会を閉会します。

15時00分閉会

　本日の会議につき、相違ないことの証に署名する。

下呂市農業委員会

番

　以上で本日の案件について審議を終了しますが、その他何かありましたらご意
見伺います。

※新型コロナウィルス感染防止策として時間を短縮するため、議案読み上げおよび委員

説明を省略した。委員には事前に説明資料を配布しており、当日は質疑応答のみとした。

本議事録に配布資料を添付する。



1
7番

中島義彦

2
3番

大森公治

　以上、農地法第３条の規定による別段の面積の設定について審議をお願い
致します。

　1番の下限面積適用申請では担当の中島義彦委員が現地確認を行い、条件
に合致することを確認しております。
　この議案で承認されますと、本日付で告示となり、次にご審議いただく農地法
第３条申請での下限面積の要件を満たすこととなります。

（別段の面積の設定について）
事務局説明 担当委員説明

　議案第49号　農地法第３条の規定による別段の面積の設定について説明させ
ていただきます。こちらの案件については、農地法施行規則第１７条第２項の適
用について別紙の申請書が提出されましたので、農業委員会の承認を求めるも
のです。

　まず、下呂市の別段の面積（=農地取得の際の下限面積）は今年７月３日開催
の第７回農業員会総会において、同規則１７条第１項の規定においては、それ
までの２０アールから市内全域１０アールに引き下げを行いました。

次に、新たに、同規則１７条２項を適用する区域として、
（1）譲受人名義または譲受人名義となることが確実な土地に隣接する農地
（2）遊休農地若しくは遊休化の恐れのある農地
（3）集団的な農地利用に支障のない農地
以上すべてに該当する場合、申請により農業委員会が筆指定した農地につい
ては下限面積を０．０１アール（1㎡）から取得できることとしました。

1番の別段の面積の適用を受けたい申請地について説明します。
場所は、萩原です。萩下のお寺より50ｍほど南に位置する土地です。登記簿は
宅地となっておりますが、現況は畑であり、また接道していないため、農地以外
の利用は難しいと思われます。現在荒れた状況ですが、今回の所有権移転によ
り復旧が見込まれます。周囲は住宅地であり、担い手が集積できる農地はない
ため、小規模農家が取得しても影響はありませんので、別段の面積の適用につ
いてご審議のほどよろしくお願いします。

第12回　下呂市農業委員会総会　申請内容説明

議案、申請書をよく読み、意見質問がある場合のみ当日発言ください。また内容に誤りがある場合は前日までにご連絡をお願いします。
総会では、コロナウィルス対策として時間を短縮して開催するため、その場での読み上げは行いません。

2番の別段の面積の適用を受けたい申請地について説明します。
場所は、小坂町小坂町です。小学校の南に位置する土地です。現況は畑であ
り、申請者ほかの宅地に囲まれています。今回の所有権移転により確実に今後
の遊休化防止につながると思われます。周囲に担い手が集積できる農地はない
ため、小規模農家が取得しても影響はありませんので、別段の面積の適用につ
いてご審議のほどよろしくお願いします。

　2番の下限面積適用申請では担当の大森公治委員が現地確認を行い、条件
に合致することを確認しております。
　この議案で承認されますと、本日付で告示となり、次にご審議いただく農地法
第３条申請での下限面積の要件を満たすこととなります。
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山下康子

番号１については、農用地外となります。
譲渡人は、県外に住んでおり耕作できないため申請地を譲渡したいものであり、
譲受人は、申請地を買い受け、農業に励むものです。
譲受人の取得後の耕作面積は、2.7aとなります。通常の下限面積10aを下回りま
すが、先ほどの議決で、農業委員会の告示により、申請地は下限面積0.01アー
ルが適用されることとなります。

３条１番について説明します。申請地の場所は先ほどの説明のとおりです。下限
面積のほかの条件としては、農作業従事状況、道具の保有状況、周辺地域との
支障等についても取得条件に問題ありません。譲受人は高齢ですが、同居の息
子さんがおられ、管理に支障はないかと考えます。ご審議のほどよろしくお願い
します。

番号２については、農用地区域内となります。
譲渡人は、申請地を譲渡し、農業経営を縮小したいものであり、譲受人は、申請
地を譲り受け、農業に励むものです。
譲受人の取得後の耕作面積は、25.7aとなります。

３条２番について説明します。申請地は小坂町大洞中重地内です。Ｙ割烹料理
店よりさらに550ｍほど川向かいに進んだ付近です。譲受人は自宅に隣接する
農地を譲り受け、夫婦で管理されていくとのことです。よろしくお願いします。

（農地法第3条）
事務局説明 担当委員説明

番号４～６については、農用地区域内となります。
３名の譲渡人は、県外在住、高齢等の理由と、申請地の効率利用の観点から譲
受人に譲渡するものであり、譲受人は、申請地を買い受け、農業に励むもので
す。
譲受人の取得後の耕作面積は、84aとなります。

３条４から６番について説明します。申請地は夏焼です。宮地から主要地方道下
呂白川線を上原方面に向かい、夏焼の集落に入ると右手に下夏焼公民館があ
ります。その川側に位置する田です。２枚の田んぼに４名の所有者がある状況と
なっており、そのうちの一人の譲受人がすべて買い受け、今後とも耕作されま
す。よろしくお願いします。

　議案第50号　農地法第３条の規定による許可申請書について説明させていた
だきます。
　今回の申請内容については、無償による所有権移転が1件、有償による所有
権移転が6件提出されています。

番号3については、農用地外となります。
譲渡人は、高齢により申請地を譲渡したいものであり、譲受人は、申請地を買い
受け、農業に励むものです。
譲受人の取得後の耕作面積は、26aとなります。

３条３番について説明します。申請地は上呂です。ドライブインの国道を挟んだ
向かい側です。現地は防草シートで管理されております。北側の筆に隣接する
田は譲受人の所有であり、一緒に管理されると思いますので、よろしくお願いし
ます。

番号7については、農用地外となります。
譲渡人は、後継者がなく今後耕作できないことから申請地を譲渡したいものであ
り、譲受人は、申請地を買い受け、農業に励むものです。
譲受人の取得後の耕作面積は、48aとなります。

３条７番について説明します。申請地は小坂町大島です。ＪＲ飛騨小坂駅より線
路沿いに450ｍ萩原側の付近です。これまで休耕となっていましたが、隣接する
田を所有する譲受人が、このたび買い受け耕作されるとのことで、地域の方も喜
んでおられます。よろしくお願いします。
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中島尊治

　以上のことから番号１から８は、取得後のすべての農地を利用することや、機
械・労働力・下限面積など問題ないことから、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。以上、農地法第３条の
許可申請について審議をお願い致します。

４条２番について説明します。申請地は野尻地内でのお寺の道向かいです。
申請者は認定農業者であり、この農地は申請者に利用権設定がなされていま
す。
この農地は道路から一段下がっているため、残土を入れて、使い勝手を良くして
から蔬菜の栽培を行いたいとのことです。
申請地の所有者及び、隣接する農地の所有者の承諾も得られており、将来的に
も畑として利用する計画であり、問題は無いと思われます。

　以上、農地第４条申請について審議をお願い致します。

（農地法第４条）
担当委員説明

番号1については、申請地を農林業用施設（木材置き場）として利用したいた
め、転用許可を求めるものです。
農地区分は、中山間地域等の未整備の小規模農地であることから、第２種農地
に該当すると判断されます。
一般基準として転用の確実性が認められ、申請地に隣接する農地は無く、隣接
地も全て申請人の所有地であり、問題は無いと思われます。
なお、この申請については申請人から始末書が添付されている追認案件となり
ます。

４条１番について説明します。申請地は祖師野地内で、国道256線を郡上方面
に向かった祖師野公民館の手前付近となります。
申請者は林業を営んでおり、申請地を木材置き場として利用したいとのことです
が、隣接する農地は無く、既に隣接地と一体的に利用していることから、問題は
無いと思われます。

議案第51号農地法第４条の規定による許可申請書について説明させていただ
きます。
今回の申請内容については農林業施設（木材置き場）への転用が１件、農地嵩
上げによる一時転用が１件で、面積については田1,691mの転用面積となりま
す。

番号2については、申請地に残土を入れ、農地の嵩上げをするため、一時転用
許可を求めるものであります。
農地区分は、中山間地域等の未整備の小規模農地であることから、第２種農地
に該当すると判断されます。
一般基準として転用の確実性が認められ、申請地に隣接する農地の所有者か
らも承諾を得ており、問題は無いと思われます。

番号１については、農用地外となります。
譲渡人は、県外に住んでおり耕作できないため申請地を譲渡したいものであり、
譲受人は、申請地を買い受け、農業に励むものです。
譲受人の取得後の耕作面積は、3aとなります。通常の下限面積10aを下回りま
すが、先ほどの議決で、農業委員会の告示により、申請地は下限面積0.01アー
ルが適用されることとなります。

３条８番について説明します。申請地の場所は先ほどの説明のとおりです。下限
面積のほかの条件としては、農作業従事計画、道具の保有状況、周辺地域との
支障等について取得条件に問題ありません。これまで譲受人に農業経験はあり
ませんが、家庭菜園として耕作するに無理のない面積であり、夫婦ともに60代で
ありますので問題ないかと思います。ご審議のほどよろしくお願いします。

事務局説明
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（農地法第５条）
事務局説明 担当委員説明

議案第52号農地法第５条の規定による許可申請書について説明させていただ
きます。
今回の申請内容については、一般個人住宅への転用４件、工鉱業用地１件、植
林が１件で、面積については畑1331.6㎡の転用面積となります。

番号３については、申請地を譲り受け、一般個人住宅の駐車場として利用した
いため、転用許可を求めるものであります。
農地区分は、中山間地域等の未整備の小規模農地であることから、第２種農地
に該当すると判断されます。
一般基準として転用の確実性が認められ、申請地に隣接する農地は無いため、
問題ないと思われます。
なお、この申請については申請人から始末書が添付されている追認案件となり
ます。

５条３番について説明します。申請地は小坂町の大洞の中重です。
平成５年頃に自宅を新築する際に、申請地を資材置き場として利用し、そのまま
駐車場として利用していましたが、今後も引き続き駐車場として利用したいとのこ
とです。
隣接する農地は無く、問題は無いと思われます。

番号１については、申請地を譲り受け、植林地として利用したいため、転用許可
を求めるものであります。
農地区分は、中山間地域等の未整備の小規模農地であることから、第２種農地
に該当すると判断されます。
一般基準として転用の確実性が認められ、申請地の隣接する農地は申請者の
所有地であり、問題は無いと思われます。
なお、この申請については申請人から始末書が添付されている追認案件となり
ます。

５条１番について説明します。申請地は小坂町の赤沼田で、道の駅「はなもも」を
過ぎた辺りの「カヌー公園」の敷地内です。
申請地周辺には地元有志による「飛騨小坂はなももを育てる会」を組織して地域
の景観整備を行っています。今回の申請もその事業の一環であり、近隣の農業
への影響はないものと考えます。

番号２については、申請地を譲り受け、申請者が営む電気工事業の資材置き場
として利用したいため、転用許可を求めるものであります。
農地区分は、中山間地域等の未整備の小規模農地であることから、第２種農地
に該当すると判断されます。
一般基準として転用の確実性が認められ、申請地に隣接する農地は原野となっ
ており、問題は無いと思われます。
なお、この申請については申請人から始末書が添付されている追認案件となり
ます。

５条２番について説明します。申請地は小坂町大垣内で、国道41号線沿いの大
垣内という信号のY字路を少し過ぎた辺りです。
申請者は電気工事業を営んでおり、その資材置き場として申請地を利用したい
とのことです。平成15年頃より既に資材置き場として利用されており、申請地周
辺に農地は原野化していることから、農業への影響は無いと思われます。
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　以上、農地第５条申請について審議をお願い致します。

番号６については、申請地を譲り受け、一般個人住宅の物置敷地として利用し
たいため、転用許可を求めるものであります。
農地区分は、半径5００ｍ以内に金山警察署、金山中学校があることから、第３
種農地に該当すると判断されます。
一般基準として転用の確実性が認められ、申請地に隣接する農地は今年から
休耕しており、問題ないと思われます。
なお、この申請については申請人から始末書が添付されている追認案件となり
ます。

５条６番について説明します。申請地は金山です。国道41号線沿い金山警察署
の少し手前の場所になります。
申請地は昭和55年頃より隣接地と合わせて宅地として利用されており、申請地
には既に倉庫が建っています。
隣接する畑はあるものの、今年から休耕しており、農業への影響は無いと思われ
ます。

番号４・５については、申請地を譲り受け、一般個人住宅として利用したいため、
転用許可を求めるものであります。
農地区分は、中山間地域等の未整備の小規模農地であることから、第２種農地
に該当すると判断されます。
一般基準として転用の確実性が認められ、申請地に隣接する農地無く、問題は
ないと思われます。

５条４・５番について説明します。申請地は夏焼地内で上原小学校の裏手になり
ます。
申請者は市外で暮らす息子のために家を新築したいとのことです。申請地に隣
接する農地はいずれも申請者の所有する農地であり、問題は無いと思われま
す。


