
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

4 番 5 番 嶋田浩 6 番 熊﨑みどり

7 番 8 番 林忠和 9 番 中川輝男

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 18 番 熊﨑博

19 番 20 番 二村正明 21 番 金森茂俊

22 番 23 番 佐古健 24 番 日下部道男

25 番 26 番 佐古正昭

欠席委員 13 番 23 番 佐古健 20 番 二村正明

21 番 23 番 佐古健 22 番 髙木康則

22 番 23 番 佐古健

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 1 号

議事 2 号

議事 3 号

議事 36 号

第４ その他 農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議

事務局長

ただ今から第1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。

16 番 委員

22 番 委員 にお願いいたします。

会長

事務局

田中覚章

川口太三

中島尊治

中島次郎

髙木康則

#N/A

　議題第1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。

令和2年　下呂市農業委員会第1回総会議事録

令和2年1月7日

山下康子

中川元宏

中島義彦

中島尊治

　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　１３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
を申し述べさせていただきます。

髙木康則

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

　皆様、改めましてあけましておめでとうございます。

井戸克彦

金森茂俊

髙木康則

農地法第３条の規定による許可申請について

川口太三

　議案第1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１件、賃貸借権の設定が
４件、使用貸借権の設定が２件提出されています。



事務局

事務局

事務局

事務局 　以上、農地法第３条申請７件について審議をお願い致します。

会長

８番

１番

３番

会長

会長

【挙手全員】

会長

　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7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番について説明します。申請地は、尾崎です。主要地方道宮萩原線を高
山方面に北上すると「四季の家」があります。その付近と対岸の牛舎の付近が申
請地です。譲渡人は市外に住んでおり、農作業は手伝いに帰ってきてみえました
が、お父さんが亡くなり、おばあさんも高齢となり管理ができなくなりました。
譲受人は地区の同じ班であり、畜産業を大規模にやってみえますので何ら心配な
いと思います。

　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。

　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7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。

　３条２番と３番について説明します。申請地は、小坂町大島です。営林署の付
近と、駅の線路下です。譲受人は退職後からここを借りて農業をやってみえま
す。今も一生懸命作ってみえますので、問題なく管理されると思います。

　３条４番から７番について説明します。譲受人は２番、３番と同じです。申請
地は、小坂町のぶなしめじの工場付近です。４番、５番は高齢のため、６、７番
は経営規模の縮小のため貸し付けるものです。耕作についても先ほど説明のあっ
たとおり、何ら問題ないかと思います。

番号１については、農振農用地となります。
譲渡人は、市外に住んでおり耕作できないため、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、農業経営を拡大したいものであります。
譲受人の取得後の耕作面積は、66aとなります。

番号２から７については、すべて同じ賃借人のため合わせて説明いたします。な
お、資料の申請書については、表紙は貸し人ごとになりますが、２枚目以降はす
べて同じ内容となるため省略させていただいております。
申請理由は、４番、５番の貸し人は高齢のため、そのほかの４名は農業経営を縮
小するものです。譲受人は、申請地を借り受け、農業経営を拡大したいものであ
ります。
譲受人の借受後の耕作面積は、番号２から７の許可申請と合わせ、23.8aとなりま
す。

　このことから番号１から７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。



会長

事務局

事務局

事務局

会長

20番

20番

会長

会長

　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2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、小川です。現地はショッピングセン
ターの入り口付近です。ここには以前より市の防火水槽が設置されておりました
が、撤去されたため、駐車場として使用したいとのことです。現地確認したとこ
ろすでに埋め戻されている状況でした。周囲に影響なく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。

　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。

　議題第2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。

　つづきまして４条２番について説明します。申請地は、森です。スーパーの駐
車場としてすでに数十年前から使用されております。この度地目をきちんとされ
るということで申請されました。周囲に影響はありません。

番号１ついては、申請地を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、都市計画区域内の農地であることから、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無く、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。

番号２については、申請地をスーパー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、都市計画区域内の農地であることから、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無く、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。

以上、農地法第４条申請２件について審議をお願い致します。

議案第２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、一般個人住宅への転用が１件、店舗等施設への転用
が１件、面積については田が346.21㎡、畑が237.61㎡の転用面積となります。



【挙手全員】

会長

会長

事務局

事務局

事務局

事務局

会長

９番

　ご異議ないものと認め、原案の通り承認いたします。

番号３については、申請地を一般個人住宅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３００ｍ以内にJR禅昌寺駅があることから、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、申請地に隣接する北側・東側に農地が
ありますが、所有者の承諾を得られていることから、問題ないと思われます。

番号４については、申請地を農業用機械倉庫・農業用機械洗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く、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。

以上、農地法第５条申請４件について審議をお願い致します。

　５条１番と２番について一括して説明します。申請地はＪＲ飛騨萩原駅から400
ｍほど下呂側に上村の公民館があります。その北側の土地を公民館の駐車場とし
て区が譲り受けるものです。南北が宅地、西側は市道、東側の農地の所有者から
は承諾を得ております。

　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4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。

　議題第3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。

議案第３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が１件、公共施設へ転用が２
件、農林水産業施設への転用が１件、面積については畑が１，１０２㎡の転用面
積となります。

番号１・２ついては、申請地を上村区の公民館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、半径３００ｍ以内にJR飛騨萩原駅があることから、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、申請地は東側に農地がありますが、所
有者の承諾を得られており、問題ないと思われます。



９番

２４番

会長

会長

【挙手全員】

会長

会長

事務局長

事務局長

　以上で本日の案件について審議を終了しますが、昨年、県外において、農業委
員会の農地法違反等に関する不祥事が発生したことにより、農林水産省より２回
の綱紀粛正の通知が発出されております。この件に関しまして、岐阜県農業会議
より注意喚起を行うべく、依頼がありました。
事務局長、説明をお願いします。

　ご意見、ご質問がないようですので裁決を取ります。農地法第５条申請4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。

　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。

　ご異議ないものと認め、原案の通り承認いたします。

下呂市においては適正に活動していただいていることは重々承知しております
が、岐阜県下すべての農業委員会において、改めて法令遵守について注意喚起を
実施するよう通知がありましたので、この場で申し合わせ決議を行いたいと思い
ます。お手元に、「農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議」をご準備くださ
い。
私の方で前段を読み上げさせていただきますので、決議事項については委員を代
表しまして会長に読み上げをお願いしたいと思います。

（事務局長読み上げ）

（会長読み上げ）

　つづいて、５条３番について説明します。申請地は中呂の寺より100ｍほど下呂
側です。譲受人は中呂に住んでおられ、家族が増え住宅が手狭となり、この土地
に住宅を建てるものです。東と北はお寺の梅林、西側は市道、北は宅地であり、
特に問題ないかと思います。一部レッドゾーンにかかっておりますが、その部分
は外して建築されると聞いております。よろしくお願いします。

　５条４番について説明します。申請地は菅田交番の近くの橋を関方面に向かっ
て左手に下りたところです。すでに現地は、昭和５０年ころから鉄骨の建物が建
てられており、譲り受け、倉庫として使用されるとのことです。周囲に問題はあ
りません。よろしくお願いします。

農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議について説明させていただきます。只
今、会長からお話しのとおり、昨年県外で農業委員会会長が逮捕されるという不
祥事がたて続けに発生しました。
内容については、送付しました新聞記事などを読んでいただけたかと思います。
このことを踏まえ、昨年１１月２８日に東京都で開催された「令和元年度全国農
業委員会会長代表者集会」において「農業委員会の委員等の鋼紀保持に関する申
し合わせ」を決議したところです。



事務局長

【その他】

・事務局連絡事項について

会長

番

　以上をもちまして、第1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

ありがとうございました。以上をもって、委員および事務局の総意の決議とさせ
ていただきます。


