
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 8 番 15 番 細江忠光 25 番 井戸克彦

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 12 号

議事 13 号

議事 14 号

議事 15 号

議事 16 号

第４ その他

事務局長

ただ今から第4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。

5 番 委員

6 番 委員 にお願いいたします。

会　長

農地法第５条の規定による許可申請について

荒廃農地調査に伴う農地・非農地の判断について

井戸克彦

金森茂俊

髙木康則

農地法第４条の規定による許可申請について

林忠和

農業委員会事務の実施状況等の公表について

　議題第12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。

農地等の利用の最適化の推進に関する指針の見直しについて

嶋田浩

　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。

熊﨑みどり

田中覚章

川口太三

中島尊治

中島次郎

髙木康則

令和2年　下呂市農業委員会第4回総会議事録

令和2年4月3日

山下康子

中川元宏

中島義彦



事務局

事務局

事務局

事務局

事務局

会　長

６番

６番

１２番 　４条３番について説明します。申請地は、名丸です。馬瀬振興事務所から北へ
２キロほどの場所に位置し、ＪＡの馬瀬支店、駐在所、郵便局があるところで
す。浄化槽の埋設および庭への転用です。周囲は宅地、馬瀬川の堤防道路に挟ま
れており、問題はないと考えます。

　続いて、４条２番について説明します。申請地は、県道萩原小坂線沿い、尾崎
の商店街の付近です。ここも始末書がついている追認案件で、次の５条で申請が
出ますが、周囲は宅地になりますので問題はありません。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。

　４条１番について説明します。申請地は、尾崎です。県道宮萩原線と小坂萩原
線の分岐点から少し山之口方面に進むとお寺があります。そのお寺から100ｍほど
坂を戻った付近です。すでに昭和４８年頃より事務所が建っていたと思います。
今回新しく事務所を建て、登記しようとした際に農地と判明したとのことです。
始末書が提出されており、周囲にも影響はありませんので、よろしくお願いしま
す。

議案第１２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２件で、店舗等の施設が１
件、面積については田が３９３．３、畑が８３０．８１㎡の転用面積となりま
す。

番号１ついては、申請地を自身が経営する会社の事務所、車庫、倉庫、従業員駐
車場及び、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、申請地に隣接する東側の農地について
は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２ついては、申請地を一般個人住宅の庭、駐輪場及び蔵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以内に萩原北中学校、尾崎交番があることから、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。

番号３ついては、申請地を一般個人住宅の浄化槽の埋設敷地び、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。
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３件について審議をお願い致します。



会　長

会　長

【挙手全員】

会　長

会　長

事務局

事務局

事務局

事務局

　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13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。

　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。

議案第１３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、工鉱業用地への転用
が２件、太陽光発電施設へ転用が１件で、面積については田１，４９５㎡、畑が
６３４㎡の転用面積となります。

番号１については、申請地を息子に貸出し、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以内に萩原北中学校、尾崎交番があることから、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いずれも所有
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２については、番号１の土地と合わせて、息子夫婦の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以内に萩原北中学校、尾崎交番があることから、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いずれも所有
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３については、申請地を建設会社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、申請地周辺は元々申請者の資材置き場
として利用されており、隣接する農地は無く、問題ないと思われます。



事務局

会　長

６番

１３番

２０番

会　長

会　長

【挙手全員】

会　長

会　長

事務局

　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。

　５条１番と２番について説明します。申請地は、３条２番の申請地付近です。
家の裏に農地がありまして、そこに息子さん夫婦が家を建てられます。１番はお
父さんの土地で使用貸借、２番はお父さんに所有権を移転します。現地は住宅に
囲まれていますので、問題はありません。

　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。

　議題第14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。

番号４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、１０ｋｗ以上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。

以上、農地第５条申請４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、黒石です。馬瀬振興事務所より国道
を８キロくらい上流に行った付近です。資材置き場への転用ですが、馬瀬川と国
道に挟まれている土地で周囲に農地はなく問題ないと考えます。

　５条４番について説明します。申請地は、宮地のゴルフ場へ向かい、乗政の川
を越えた境の付近です。太陽光施設への転用ですが周囲は荒れており、１０年ほ
ど前までは田を作ってありましたが、現在は草刈りのみといった場所です。周囲
への影響はありませんので、よろしくお願いします。

　議案第14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。



事務局

会　長

１８番

２２番

会　長

会　長

【挙手全員】

会　長

会　長 　議題第15号　農業委員会事務の実施状況等の公表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。

　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。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。

　和佐と火打について説明します。事務局と調査してまいりましたが、この航空
写真でわかるとおり、山林化しているのを確認しました。農地に戻ることはない
と考えます。以上です。

　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。

　中切について説明します。場所は国道４１号線の下原発電所から200ｍほど行き
ますと、つり橋があります。その向かい側の山です。農地への入口もわからない
ほどになっています。次にそこから300ｍほど岐阜方面に進んだ場所ですが、雨量
が超えた場合に４１号線が遮断される場所の山側と川側です。山側には５０年以
上の杉がある山林となっています。川側は竹林となっています。４１号線と旧道
の間の土地は木はないものの、長い間管理されておらず、農地パトロールではＣ
と判定しておりますので、非農地と判断して差し支えないと考えます。

　今回の対象地は、和佐２２筆、火打２筆、金山町中切１８筆です。３月２５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。

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。



【資料に沿って説明】

会　長

会　長

【挙手全員】

会　長

会　長

事務局

【資料に沿って説明】

事務局

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16号　農地等の利用の最適化の推進に関する指針の見直しについて意見
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16号　農地等の利用の最適化の推進に関する指針の見直しについて説明さ
せていただきます。
農業委員会においては、最適化推進の指針を定め、公表することが農業委員会法
第７条に規定されており、またその指針を変更しようとするときは農業委員会委
員の意見を聴かなければならない、とされています。
では、内容について順に説明します。

以上、農業委員会事務の実施状況等の公表について審議をお願い致します。

　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。

　ご意見、ご質問がないようですので裁決を取ります。農地等の利用の最適化の
推進に関する指針の見直し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。農業委員会事務の実施状
況等の公表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。

議案第15号　農業委員会事務の実施状況等の公表について説明させていただきま
す。
この議案につきましては、農業委員会に関する法律第37条の規定である情報の公
表について意見をもとめるものです。農業委員会においては、その運営の透明性
を確保するため、農地等の利用の最適化の推進の状況、その他農業委員会におけ
る事務の実施状況について、インターネットの利用等により公表することが義務
づけられています。
なお、この内容で承認をいただいた場合は、４月末まで（案）として公表し、農
業者等から意見及び要望等を募集することとなります。月末までに意見がなけれ
ば確定版として公表し、意見があった場合は修正して、再び５月総会で決定とい
う流れとなります。
では、内容について順に説明します。

以上、農業委員会事務の実施状況等の公表について審議をお願い致します。



【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、今年度の人・農地プランの方針、ほか農地利用の最適化の推進
について会議。意見交換を行う。

番

　以上をもちまして、第4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

　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。


