
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 17 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 4 号

議事 5 号

議事 6 号

議事 7 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2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。

23 番 委員

1 番 委員 にお願いいたします。

会長

事務局 議案第４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２件、植林地への転用が１
件、面積については畑が１，０６６㎡の転用面積となります。

田中覚章

川口太三

中島尊治

中島次郎

髙木康則

荒廃農地調査に伴う農地・非農地の判断について

　議題第4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。

佐古健

令和2年　下呂市農業委員会第2回総会議事録

令和2年2月3日

山下康子

中川元宏

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名で全員出席をいただいており、本会議が成立することを申
し述べさせていただきます。

山下康子

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
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

　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５条の規定による許可申請について

松嶋光秋



事務局

事務局

事務局

事務局

会長

４番

２６番

２６番

会長

以上、農地法第５条申請３件について審議をお願い致します。

番号１については、１２月の総会で議案として挙がった案件ではありますが、県
への進達後に行政書士を通じて、譲受人を変更したいとの連絡がありました。県
と対応を協議しましたが、一度はこの総会に議案として挙がっているため、譲受
人の変更を補正だけで済ますことはできないという事であり、申請の取り下げを
提出していただき、再度今回の議案にかけさせていただきました。
内容につきましては、申請地に隣接する土地・建物を取得するのに伴い、申請地
を併せて取得し、進入路及び庭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、申請地の西側に隣接する農地について
は、所有者の承諾を得ており、問題ないと思われます。

番号２については、申請地を一般個人住宅の駐車場及び庭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ことか
ら、問題ないと思われます。

番号３については、申請地に植林したいため、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ことか
ら、問題ないと思われます。

　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。

　５条１番について説明します。この件については、先ほど事務局から説明があ
りましたとおり、昨年総会でお諮りしたところ許可相当とご意見をいただいた案
件です。理由までは把握しておりませんが譲受人を妻に変更したいとのことで
す。再度申請地をご説明します。この庁舎より小坂側に1.5kｍほど行ったところ
にＨ社があります。この会社の山側に位置します。譲受人は県外に住んでおられ
相続した土地ということで、荒れている状況の中、住宅敷地として買われる方が
あったとのことで、付近の方はもとより、区でも喜んでいるといった状況です。
以上です。

　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。

　５条２番について説明します。申請地は、国道４１号線を南に向かい十王坂交
差点を右折します。そのまま突き抜けると金山署の前に出るところですが、そこ
まで行く途中の集合住宅の付近です。譲受人は近隣の方で駐車場兼庭として利用
したいとのことです。

　続きまして３番ですが、２番の少し東側に位置します。植林したいとのことで
す。２番、３番も付近に影響のある農地はありません。よろしくお願いします。



会長

【挙手全員】

会長

会長

事務局

事務局

会長

会長

【挙手全員】

会長

会長

議案第５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に関するものが21
件提出されています。
なお、これらの農地については、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それぞれ転貸される予定です。

番号１～21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21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。

　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5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
て別紙のとおり集積計画案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。

　議題第6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別紙のとおり配分計画案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

会長

会　長

【挙手全員】（佐古委員以外）

会長

【挙手全員】

会長

会長 　議題第7号　荒廃農地調査に伴う農地・非農地の判断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。

　ご異議ないものと認め、原案の通り承認いたします。次に３３～３４番を除く
案件を、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。

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、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。
農用地利用配分計画案の向かって左部分については、先ほど承認いただきました
農地の状況が記載されています。向かって右部分が審議していただく農用地利用
配分計画案となっています。

　ご意見、ご質問がないようですので裁決を取ります。なお、農業委員会等に関
する法律第３１条「議事参与の制限」の規定により、今回の議案の関係者である
佐古委員は３３～３４番の裁決に参加できませんので、よろしくお願いいたしま
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はじめ
に、３３～３４番を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。

番号１～７については、「＊＊＊＊＊＊」、番号８～１５については「＊＊＊＊
＊＊」、番号１６・１７については「＊＊＊＊＊＊」、番号１８～２６は「＊＊
＊＊＊＊」、番号２７～３１は「＊＊＊＊＊＊」、番号３２は「＊＊＊＊＊
＊」、番号３３～４４は「佐古牧場」、番号４５～４９は「＊＊＊＊＊＊＊」の
案件になります。
新たに貸借権、使用貸借権を設定し、期間はほとんどが１０年間となります。
なぜ、ほとんどかと言いますと「＊＊＊＊＊」・「＊＊＊＊＊」の案件について
は、過去に行った集積の取りこぼしが今回の「人・農地プラン」のアンケートに
よって判明したため、利用権を設定するものであり、その他の農地に終期を合わ
せたことによります。

次に今後のスケジュールについて説明します。
本日の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、３月１日から借受開始することとなりま
す。
但し、＊＊＊＊＊さん、＊＊＊＊＊さんについては新規就農者であり、４月１日
から借受開始となります。

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。



事務局

事務局

事務局

会長

会長

【挙手全員】

会長

会長

【その他】

・事務局連絡事項について

会長

・総会終了後、人農地プランの地域の話し合いについて会議を行う。

　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。

　ご意見、ご質問がないようですので裁決を取ります。荒廃農地調査に伴う農
地・非農地の判断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。

　また、今回の対象地のうち7筆が農振農用地ですが、農振農用地であっても非農
地判断は行うものであり、今回農業委員会で非農地と判断されると、次に農業振
興地域整備計画の管理部会で協議され、問題ないと判断された場合は農振農用地
からも除外されることとなります。
　非農地判断の場所については、広域なもので申し訳ありませんが、前の航空写
真にてご確認ください。

　ただいま事務局より説明がございました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

　以上をもちまして、第2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、荒廃農地調査に伴う農地・非農地の判断について審議をお願い致します。

　今回の対象地は、萩原町山之口24筆、小坂町大洞1筆、金山町148筆、馬瀬42筆
です。1月29日に担当委員、事務局で現地調査し、「農地法の運用について」の第
４（４）アその土地が森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的
な条件整備が著しく困難な場合に該当すると判断したものです。
今回の議決により非農地と判断された場合は、対象地の所有者、県、法務局等の
関係機関に対してその旨を通知するとともに、農地台帳から削除する手続きとな
ります。


