
開催日時 15：00～16:00

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 7 番 17 番 松嶋光秋 24 番 日下部道男

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 8 号

議事 9 号

議事 10 号

議事 11 号

第４ その他

事務局長

ただ今から第3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。

2 番 委員

4 番 委員 にお願いいたします。

会　長

事務局

令和2年　下呂市農業委員会第3回総会議事録

令和2年3月3日

山下康子

中川元宏

中島義彦

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8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。

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

中島義彦

上野耕正

　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
を申し添えます。

中川元宏

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

　議案第８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。



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

３番

１６番

９番

会　長

会　長

【挙手全員】

　３条２番について説明します。申請地は御厩野の歌舞伎小屋から御厩野方面に
入っていった付近です。１枚の田の中に複数の所有者があるといった状況です。
譲渡人が高齢のため、今までも作られていた譲受人に権利移転したいとの申請で
何ら問題ないかと思います。

　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番について説明します。申請地は、無数原です。国道４１号線の駐在所
より高山方面に500ｍ北上し、無数原橋を渡った信号を左折し、600ｍほど進んだ
付近です。実は以前から、この譲受人が借り受けて耕作をしておりまして、譲渡
人も農地の縮小をしたいとの意向から今回の申請となりました。家庭菜園として
一生懸命作ってみえますので何ら問題ないと思います。

　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。

　３条３番について説明します。申請地は、上村です。高校からまっすぐ東に進
み、突き当たりを南に約20ｍ行った付近です。譲受人はこの農地と一緒に住宅を
購入されます。登記簿上は宅地ですが現況が畑であったため３条許可が必要と
なったわけでございます。譲受人はトマトを60a経営しており、何ら問題ないと考
えます。

番号３については、農振農用地外となります。
譲渡人は、市外に住み耕作ができないため申請地を譲渡するものであり、譲受人
は、申請地を買い受け、農業に励むものであります。
譲受人の借受後の耕作面積は、61.8a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。

番号１については、農振農用地となります。
譲渡人は、申請地を譲渡し、農業経営を縮小するものであり、譲受人は、申請地
を譲り受け、農業に励むものであります。
譲受人の借受後の耕作面積は、33.8aとなります。

番号２については、農振農用地となります。
譲渡人は、高齢のため申請地を譲渡するものであり、譲受人は、申請地を買い受
け、農業経営を拡大するものであります。
譲受人の借受後の耕作面積は、54.9aとなります。



会　長

会　長

事務局

事務局

会　長

２５番

会　長

会　長

【挙手全員】

会　長

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9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。

　議題第10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９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件で、面積については畑
が１８７㎡の転用面積となります。

番号１ついては、申請地を一般個人住宅の駐車場及び、農機具用倉庫として利用
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。
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農地法第４条申請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。

　４条１番について説明します。申請地は、乙原、濃飛横断自動車道の金山イン
ターの付近です。現地はすでに駐車場、農機具倉庫がある追認の案件になりま
す。周囲は市道、宅地に囲まれておりますので、影響はないと考えます。よろし
くお願いします。

　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４条申請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。



事務局

事務局

事務局

事務局

事務局

事務局

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、都市計画区域内にあることから、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、申請地の周囲は使用貸人の所有地に囲
まれており、問題ないと思われます。

番号４については、申請地を隣接する建設会社の工場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、都市計画区域内にあることから、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、申請地の周囲は譲受人の所有地に囲ま
れており、問題ないと思われます。

番号５については、申請地を譲受人が経営する瓦店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。

議案第１０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、店舗等施設への転用
が１件、工鉱業用地への転用が２件、太陽光発電施設へ転用が２件、植林地への
転用が１件、その他への転用が１件で、面積については田１，０８５㎡、畑が
３，２１５㎡の転用面積となります。

番号１ついては、申請地を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、半径３００ｍ以内にJR飛騨小坂駅があることから、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、申請地に隣接する農地はありますが、
いずれも所有者の承諾を得られており、問題ないと思われます。（但し、西側の
農地所有者のみ所在不明ではありましたが、随分前から耕作はされていないとの
ことです。）
なお、１０ｋｗ以上の太陽光発電施設であることから開発協議が必要となる案件
になります。開発協議についても現在提出されており現在各部署で協議がなされ
ておりますが、協定が締結される見込みであることを担当部署に確認しておりま
す。

番号２については、隣接する住宅を下呂営業所兼保養所として取得するのに伴
い、申請地をそ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、申請地に隣接する南側の農地について
は所有者の承諾を得られており、問題ないと思われます。



事務局

事務局

会　長

１番

１０番

２０番

２０番

１４番

番号６については、譲渡人が管理できなくなった申請地を花壇として管理したい
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。

番号７ついては、申請地を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、申請地に隣接する南側と西側の農地に
ついては、いずれも所有者の承諾を得られており、問題ないと思われます。
なお、大規模の太陽光発電施設であることから県の開発協議が必要となる案件に
なります。開発協議についても現在提出されており件で協議がなされていること
です。

番号８については、隣接する住宅の購入に伴い、申請地に観賞用の樹木を植林し
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については、い
ずれも所有者から承諾を得られているため、問題ないと思われます。

以上、農地第５条申請８件について審議をお願い致します。

　５条３番について説明します。申請地は、森の市営住宅のすぐ上です。街の中
でございます。祖母の土地を借りて孫が住宅を建てるとの申請です。周囲は宅地
ですので影響はありません。

　続いて５条４番について説明します。申請地は三原の建設会社の敷地の下にな
ります。川沿いにある土地です。現況は梅が植わっています。今回の申請で建設
会社が取得し一体利用したいとのことです。周囲は河川、工場、市営住宅であり
問題ないと考えます。

　５条５番について説明します。申請地は、宮地の信号から１００ｍほど乗政側
に入った付近です。現況はずっと前からすでに資材置き場となっています。周囲
は川と道路に挟まれており問題はありません。

　５条１番について説明します。申請地はＪＲ小坂駅のすぐ上です。現地はきれ
いに作られている畑で勿体ないような農地ですが、譲渡人は農業をやる後継者が
なく今後は耕作できないとのことで太陽光施設への転用を申請されました。周囲
には影響はありません。宜しくお願いします。

　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２番について説明します。申請地は西上田、ＪＲ下呂駅から北へ車で３分
ほどの付近です。駐車場への転用です。北が筋骨および譲受人所有の住宅、南が
農地、東西は宅地です。周囲への影響はないと考えます。



１６番

１６番

２３番

会　長

会　長

【挙手全員】

会　長

会　長

事務局

事務局

事務局

　議題第11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。

　議案第11号　荒廃農地調査に伴う農地・非農地の判断について説明します。
　この案件は、農林水産省通知に基づき、農地利用状況調査でＢ分類、パトロー
ルの野帳でいうところのＣと判定した箇所が、農地法第２条第１項の「農地」に
該当するか否かの判断をするものです。

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。

　５条８番について説明します。申請地は菅田桐洞です。関金山線沿いの製材所
の付近です。現地は斜面であり、耕作は難しいところです。植林することの周囲
への影響はないと考えます。

　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。

　５条６番について説明します。申請地は野尻の信号の角になります。国道と川
に挟まれている土地で、地目は農地ですが耕作できるようなところではありませ
ん。譲受人が花壇として使用されたいとのことで何ら問題はありません。

　続いて５条７番について説明します。申請地は野尻です。６番の申請地の信号
の山側です。現状はほぼ原野化しております。この土地を含む山林にメガソー
ラーの計画があり、一部農地であったため今回の申請となりました。メガソー
ラーの計画については地元では同意を得ていると聞いております。よろしくお願
いします。

　今回の対象地は、火打16筆です。２月２７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。

　また、今回の対象地のうち4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。



会　長

１８番

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

　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。

・総会終了後、検討会を経て実質化した人・農地プランについて意見交換を行
う。

　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。

番

　以上をもちまして、第3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

　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。

　ご異議ないものと認め、原案の通り承認いたします。

　ただいま事務局より説明がございました荒廃農地調査に伴う農地・非農地の判
断について担当委員さんより状況説明をお願いいたします。

　説明します。県道の門和佐瀬戸線沿い、ＪＲ焼石駅から５キロほど上流の付近
と火打から白川へ抜ける道の途中にある土地です。2月27日に事務局と調査してま
いりましたが、航空写真のとおり既に森林、あるいは雑木が生えた原野となって
おります。


