
開催日時 14：00～16:00

開催場所 下呂総合庁舎　５Ｆ　大会議室

出席委員 1 番 2 番 二村昭司 3 番 川口太三(推)

4 番 5 番 曽我福夫 6 番 今井慎太郎

7 番 8 番 小畑和明(推) 9 番 松嶋光秋(推)

10 番 11 番 佐古健 12 番 金森茂俊

13 番 14 番 日下部道男(推) 15 番 井戸克彦(推)

16 番 17 番 嶋田浩 18 番 中島義彦

19 番 20 番 中川元宏 21 番 中川輝男(推)

23 番 24 番 山下康子 25 番 上野耕正

26 番 26 番 大森公治(推)

欠席委員 22 番 9 番 松嶋光秋(推) 11 番 佐古健

18 番 22 番 林忠和(推) 22 番 林忠和(推)

22 番 23 番 日下部周一(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 52 号

議事 53 号

議事 54 号

議事 55 号

議事 56 号

57 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】

事務局長 　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。

18 番 委員

19 番 委員 にお願いいたします。

会　長

日下部周一(推)

大森公治(推)

中島義彦

林忠和(推)

農地法第３条の規定による許可申請について

農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用地利用配分計画案の意見決定について

　議題第52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。事務局説明をお願
いします。

農地法第４条の規定による許可申請について

農地法第５条の規定による許可申請について

農地転用許可後の事業計画変更申請について
農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認について

中島義彦

　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名で全員が出席していますので、この会は成立することを申
し添えます。

　それでは、会長よりご挨拶いただきます。

熊﨑みどり

平成29年　下呂市農業委員会第12回総会議事録
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小林　寿

鎌倉誠也

野村一郎(推)

熊﨑博(推)

髙木康則

佐古正昭(推)

熊﨑みどり

林忠和(推)



事務局

事務局

事務局

事務局

事務局

事務局 　以上、農地法第３条申請３件について審議をお願い致します。

会　長

１５番

７番

１１番

会　長

２１番

　３条２について説明します。場所は、譲受人の営む膏薬店より西へ１００ｍほ
ど行った場所になります。譲渡人は９０歳を過ぎた高齢者でありまして、その子
供さんが２，３年前亡くなられまして、また、お孫さんはおられますが学校の先
生で、農業はやらないとのことで今回近隣の譲受人に譲渡されます。よろしくお
願いします。

　３条３について説明します。場所は金山病院より美濃東部道を１０分ほど上
がった場所になります。譲渡人は相続により申請地を取得されましたが、耕作で
きないため、譲り渡すものです。譲受人は農業に大変熱心で、ほかの地区でも田
んぼを作ってみえますし問題ないかと思います。

　よろしいですか。２番ですけども、議案書の現況は雑種地、申請書では畑と
なっていますが。

　議案第52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、有償による所有権移転が２件、無償による所有権
移転が１件提出されています。

　番号１については、申請地は農振農用地となります。
譲渡人は、市外に住んでおり農地の管理ができないため、申請地を譲渡するもの
であり、譲受人は、申請地を譲り受け農業経営を拡大するものであります。
譲受人の取得後の耕作面積は、58.6ａとなります。

　番号２については、申請地は農振農用地外となります。
譲渡人は、高齢のため農地の管理ができないため、申請地を譲渡するものであ
り、譲受人は、申請地を譲り受け農業経営を拡大するものであります。
譲受人の取得後の耕作面積は、65.5ａとなります。

　番号３については、申請地はうち、2筆が農振農用地となります。
譲渡人は、相続により申請地を取得しましたが耕作できないため、譲渡するもの
であり、譲受人は、申請地を譲り受け農業経営を拡大するものであります。
譲受人の取得後の耕作面積は、116.4ａとなります。

　このことから番号１から３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。

　ただいま事務局より説明がございました農地法第３条申請3件につきまして、担
当委員さんより状況説明をお願いいたします。

　３条１について説明します。場所は金山町岩瀬、濃飛横断自動車道金山イン
ターより南へ２キロ地点です。馬瀬川下流の右岸にあたります。譲渡人は美濃加
茂に住んでおられ、耕作ができないため、荒れて、獣の住処のような状態になっ
ていた申請地を、このたび譲受人が草刈りされ、耕作していきたいとのことで
す。農業に非常にまじめな譲受人ですので問題ないかと思います。

　状況説明が終了いたしました。ただいまの案件についてご意見、ご質問がござ
いましたらお願いいたします。



７番

事務局

会長

７番

会長

会　長

【挙手全員】

会　長

会　長

事務局

事務局

事務局

番号１については、転用理由は、自宅に隣接する申請地を農家住宅の車庫及び倉
庫、自宅への進入路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、申請地は宅地、道路敷、申請者の畑に
囲まれており問題はないものと思われます。

番号２については、転用理由は、所有地に隣接する申請地を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、申請地は宅地、道路敷、河川に囲まれ
ており問題はないものと思われます。

　現地は去年までは荒れ畑といった現況になっておりました。今回見に行った感
じでは車が乗り入れて踏んだような地面となっていました。とにかく今はなにも
管理されていないというような状況です。

　代理人からは申請地には取得後、景観作物を栽培し、花壇、畑として管理して
いきたいといった計画を聞いております。

　１番の現況についても、現況は田になっておるが、ここ、田んぼができるよう
な状況やないね。これは。譲受人と電話で話した時は朴葉の木やしきびを植えた
いと聞いたが、農地に該当するかね。事務局そのへんは。

　収穫、肥培されていれば農地とみなしますので、農地法３条の案件になろうか
と思います。
また、申請書と議案の現況に差異があるとのご指摘ですが、議案の方は農地台帳
の現況が記されておりまして、申請書の方は申請人の主観で書かれているところ
でこうした差異が生じているかと思います。

　税務課が決めた地目と、農業委員会が現場で見てきた地目では、委員の見方が
正しいと言える。今後申請書と議案は事務局でチェックをお願いしたい。
ほか、よろしいですか。

議案第５３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、農家住宅車庫・倉庫への転用１件、一般個人住宅へ
の転用１件、自宅への進入路の転用２件、太陽光発電施設への転用１件、合計５
件です。面積については、畑1642.15㎡が転用面積となります。

　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条申請3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。

　議題第53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。事務局説明をお願
いします。



事務局

事務局

事務局

事務局

会　長

８番

会長

８番

８番

１０番

１８番 　４条５番について説明します。場所は、高校の前を通りまして踏切を渡り、桜
洞に上がっていく入り口のところです。申請者が今回相続にあたり調べたとこ
ろ、進入路として使用していた場所が農地であったとのことで、裏の家の方も使
う進入路ということで、後程５条もでてきますが、持ち分２分の１ずつで今回転
用申請されます。宅地に囲まれ影響はないかと思います。

　３と５についても続けて説明をおねがいします。

番号３については、転用理由は、申請地を環境にやさしい太陽光発電施設として
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、申請地は宅地、道路敷、雑種地、畑に
囲まれており、畑については承諾書を得ており問題はないものと思われます。

番号４については、転用理由は、申請地を自宅への進入路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、申請地は宅地、道路敷、申請者の畑に
囲まれており問題はないものと思われます。

番号５については、転用理由は、自宅に隣接する申請地を自宅への進入路として
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、申請地は宅地、道路敷、申請者の畑に
囲まれており問題はないものと思われます。

以上、農地法第４条申請５件について審議をお願い致します。

　わかりました。４条３番については、県道乗政線を１２キロほど北へ進み、Ｄ
農園へ向かう市道を上がった場所です。太陽光への転用ですが、現況は休耕農地
です。周囲は原野と農地は承諾もありますし、問題ないかと思います。

　４条５番ですが、乗政のずっと奥、もう少し行くとＫ旅館ですが、Ｋ旅館より
３００ｍほど下になります。申請地は畑ですが駐車できるように転用したいとの
ことです。西側は河川敷、ほかに農地はありませんので問題ないかと思います。

　４条２番について説明します。場所は国道４１号線、濃飛横断自動車道の保井
戸側の入り口から約５０ｍ北になります。北が宅地、東西が道路、南側が谷とい
うことで周囲に影響はありませんので、よろしくお願いします。

　ただいま事務局より説明がございました農地法第４条申請5件につきまして、担
当委員さんより状況説明をお願いいたします。

　４条１番について説明します。申請地は乗政、国道２５７号線から県道の方に
入って１．２キロほど進み、右へ１キロほど進んだ場所になります。申請人はお
父さんが亡くなられて、相続をされたわけですが、新しく住宅を建て替える関係
で進入路を広くしたいとのことで申請されました。付近の状況は道路と自己所有
地ですので問題ないかと思います。



会　長
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【挙手全員】

会　長
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事務局

事務局

事務局

事務局

事務局

議案第５４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、所有権の移転が８件提出されています。
用途については農家住宅車庫への転用１件、一般個人住宅、庭園、車庫、倉庫へ
の転用４件、共同住宅駐車場への転用１件、建設業用資材置場への転用１件、山
林１件の合計８件です。
面積については田で431.14㎡、畑で5,211㎡の転用面積となります。

番号１については、転用理由は、自宅に隣接する申請地を譲り受けて、庭園とし
て利用したいため転用許可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、申請地は宅地、道路敷に囲まれており
問題はないものと思われます。

番号２については、転用理由は、申請地を譲り受けて、建設業用資材置場として
利用したいため転用許可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、申請地は水路、道路敷に囲まれており
問題はないものと思われます。

番号３については、転用理由は、自宅に隣接する申請地を譲り受けて、庭園とし
て利用したいため転用許可求めるものであります。
農地区分は、申請地から概ね１００ｍに星雲会館があることから、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、申請地は宅地に囲まれており問題はな
いものと思われます。

番号４については、転用理由は、親の所有地に隣接する申請地を譲り受けて、一
般個人住宅として利用したいため転用許可求めるものであります。
農地区分は、申請地から概ね１００ｍに星雲会館があることから、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、申請地は宅地、譲渡人の畑に囲まれて
おり問題はないものと思われます。

　状況説明が終了いたしました。ただいまの案件についてご意見、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４条申請5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。

　議題第54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。事務局説明をお願
いします。
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会　長

８番

１３番

１８番

番号７については、転用理由は、申請地を譲り受けて、親が経営する共同住宅の
駐車場として利用したいため転用許可求めるものであります。
農地区分は、都市計画法の用途地域に定められていることから、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、申請地は宅地、道路敷、譲渡人の畑に
囲まれており問題はないものと思われます。

番号８については、転用理由は、申請地を譲り受けて、山林と管理したいため転
用許可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、申請地は宅地、道路敷、山林、畑に囲
まれており、畑については承諾書を得ており問題はないものと思われます。
なお、転用面積が4,927㎡と3,000㎡を越えていることから大規模案件となり、農
地調整会議、常設審議委員会にかけられることになります。

　以上、農地法第５条申請８件について審議をお願い致します。

番号５については、転用理由は、自宅に隣接する申請地を譲り受けて、自宅への
進入路として利用したいため転用許可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、申請地は宅地、道路敷、譲渡人の畑に
囲まれており問題はないものと思われます。

番号６については、転用理由は、親族から申請地を譲り受けて、一般個人住宅の
車庫・倉庫として利用したいため転用許可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、申請地は道路敷、畑に囲まれており、
畑については承諾書を得ており問題はないものと思われます。

　ただいま事務局より説明がございました農地法第５条申請8件につきまして、担
当委員さんより状況説明をお願いいたします。

　５条１番について説明いたします。県道乗政線を１．５キロほど奥へ進みまし
て、Ｍスタンドより２００ｍほど三ツ石方面に入った場所です。十字路になって
おりまして、そこに接する一角に、譲渡人の土地が一部あったということが判明
して、長らく隣に家を建てて住んでおられる譲受人が今回買われる話になったと
のことです。道路に挟まれており、何ら問題ないかと思います。よろしくお願い
します。

　５条３番について説明いたします。場所は萩原の星雲会館から北へ３軒目が譲
受人の自宅になります。自宅の宅地の一角が譲渡人の土地ということで、知らな
かったということはないと思いますが、今まで使っていたとのことで、今回申請
の話がまとまったようです。宅地に囲まれた小規模な農地ですので問題ないかと
思います。

　５条２番について説明いたします。場所は金山町中切でございます。下原トン
ネル下呂側から北西に３００ｍほど離れた場所です。申請地は昭和６０年ころ一
帯を耕地整備をされた場所で、本来なら農振にかかっている場所ですが、除外は
済んでおります。譲受人は相続により申請地を取得しました。北側は家屋、上は
耕地整備の碑が建っております。あと市道と法面に囲まれ、資材置き場になって
も問題ない場所と思いますので、よろしくお願いします。



１８番

１８番

９番

７番

１５番

会　長

２番

５番

会　長 　よろしいですか？ほかは？？

【挙手全員】

会　長

会　長

事務局

　５条４番について、続けて説明します。場所は３番の申請地の東隣となりま
す。譲受人が家を新築するにあたり駐車場がないため、家の前を駐車場にし、今
の場所よりもうすこし下がって家を建てたいとのことで、畑を譲っていただき、
宅地にするとの申請です。ここも宅地に囲まれておりまして問題ないと思いま
す。

　５条５番については、４条で説明したとおりです。持ち分２分の１のもう片方
です。よろしくお願いします。

　５条６番について説明いたします。場所は上原小学校から４００ｍ下呂寄りに
戻った場所です。車庫、倉庫への転用です。譲受人は実家が申請地から５０ｍと
近い場所にあります。南側は市道、裏は山と畑ですが承諾書が添付してありま
す。問題ないと思って見てまいりましたのでよろしくお願いします。

　５条７番について説明いたします。場所は下呂小川、国道の下側でございま
す。譲渡人は旦那さんも子供さんも亡くなり、ひとりで農地を管理してみえま
す。申請地は実は以前から駐車場になっており、始末書が提出されております。
周囲は自己所有地、宅地でございますので問題ないかと思います。

　５条８番について説明いたします。場所は国道４１号線より県道金山八幡線北
へ６キロ、さらに西に３キロほどはいった戸川というところです。山林への転用
ですが、すでに申請地には樹齢４０年ほどの木が植栽してあり、この件に関して
は始末書が提出されております。周囲への問題はないと思われます。

　議案第５５号　農地法第５条の規定による事業計画変更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、所有権移転が１件提出されています。
用途については、建築業資材置場への転用です。
面積については、畑で合計６４１㎡の変更面積となります。

　議題第55号　農地転用許可後の事業計画変更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。事務局説明をお願
いします。

　ご異議ないものと認め、原案の通り承認いたします。

　状況説明が終了いたしました。ただいまの案件についてご意見、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５条申請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。

　よろしいですか。６番の転用面積ですが、建築面積と所要面積を合計してもこ
の転用面積になりませんが。

　おっしゃる通りです。備考欄に残地は庭園として使用するとありますが、本来
ならば合計が転用面積とイコールとなるよう記載するのが正しいかと思います。
以後気をつけてチェックします。



事務局

事務局

会　長

２０番

会　長

会　長

【挙手全員】

会　長

会　長

事務局

事務局

事務局

　番号１については、変更理由は、申請地を植林して利用する予定であったが、
高齢となったため事業計画の遂行が困難となったため、申請を譲り渡し、変更申
請者の建築業資材置場として利用したいため変更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、申請地は宅地、道路敷、原野に囲ま
れており問題はないものと思われます。

　以上、事業計画変更申請１件について審議をお願い致します。

　ただいま事務局より説明がございました事業計画変更申請1件につきまして、担
当委員さんより状況説明をお願いいたします。

　現地は国道４１号線より朝霧橋を渡って、県道下呂小坂線を小坂方面に５００
ｍほど行った西側に場所になります。譲渡人は植林の目的で購入されたわけです
が、転用目的を達成できず、今回隣で建築業を営む譲受人の資材置き場として譲
渡されます。問題ないと思いますのでよろしくお願いします。

　状況説明が終了いたしました。ただいまの案件についてご意見、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。事業計画変更申請1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。

　議題第56号　農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認につ
いて意見を決定したく提案いたします。事務局説明をお願いします。

議案第５６号農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認につい
て説明させていただきます。
「農地中間管理事業」に関連する議案で、農地中間管理権取得のため使用貸借の
設定１２件提出されています。

番号１、利用権の設定を受ける者「一般社団法人岐阜県農畜産公社」の使用貸借
権の設定については、新規の設定です。
利用権を設定する者については、＊＊＊＊＊＊さんになります。
利用目的については水田として利用し、平成２９年１２月２８日から平成３９年
１２月２７日までの１０年間の設定となります。
なおこの農地については、次の議案である農用地利用配分計画により一般社団法
人岐阜県農畜産公社から「合同会社縁の里・野上」へ転貸される予定です。

番号１～１２については、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、農地利用集積計画の承認１２件について審議をお願い致します。

【以下、同条件で１２名を議案の通り説明】



会　長

１８番

事務局

会　長 　よろしいですか？ほかは？？

【挙手全員】

会　長

会　長

事務局

事務局

事務局

事務局

会　長

会　長

　ひとつすみません、今の１２名の中に亡くなった方がおられます。＊番、＊＊
＊＊＊さんです。

　大変失礼しました、情報提供ありがとうございます。ではお手数ですがこの議
案においてと、次の議題５７号について＊＊＊＊＊さんの農地を取り消していた
だき、この方を除いた内容で審議ということで訂正をお願いします。

　ご意見、ご質問がないようですので裁決を取ります。農業経営基盤強化促進法
に基づく農用地利用集積計画の承認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。

　議題第57号　農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用地利用配分計
画案の意見決定について意見を決定したく提案いたします。事務局説明をお願い
します。

議案第５７号　農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用地利用配分計
画案の意見決定について説明させていただきます。

先ほど、農地の出し手から農地中間管理機構への農地中間管理権取得について承
認いただきましたが、この議案では、農地中間管理機構から借受希望者に転貸す
るにあたり、１５ページにあります通り、農地中間管理事業法に基づき市長より
農用地利用配分計画案の意見照会があったため、農業委員会の意見を求めるもの
であります。

　状況説明が終了いたしました。ただいまの案件についてご意見、ご質問がござ
いましたらお願いいたします。

番号１から番号１２については、「合同会社縁の里・野上」の案件になります。
縁の里野上は、補助事業を活用して事業を行っていますが、補助事業要件として
中間管理機構を通じて利用集積する必要があります。今回利用権の種類は、使用
貸借権の設定
期間は、平成２９年１２月２８日から平成３９年１２月２７日までの１０年間
賃料は無償、新規の利用権設定となります。

次に今後のスケジュールについて説明します。
農業委員会で意見決定後、市より農地中間管理機構に対し農用地利用配分計画案
を提出し、
県で正式に承認され、１２月２８日から営農開始することとなります。

以上、農用地利用配分計画案の意見決定について審議をお願い致します。

　状況説明が終了いたしました。ただいまの案件についてご意見、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。農地中間管理事業の推進
に関する法律に基づく農用地利用配分計画案の意見決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。



【挙手全員】

会　長

会　長

【その他】

・事務局連絡事項

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。

１６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

　ご異議ないものと認め、原案の通り承認いたします。

　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。


