
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 4 番 中川元宏

5 番 7 番 中島義彦 11 番 二村昭司

14 番 15 番 細江忠光 16 番 中島尊治

21 番 22 番 髙木康則 22 番 髙木康則

欠席委員 3 番 6 番 熊﨑みどり 8 番 林忠和(推）

9 番 10 番 田中覚章(推） 12 番 小林寿

13 番 17 番 松嶋光秋(推） 18 番 熊﨑博(推）

19 番 20 番 二村正明(推） 23 番 佐古健

24 番 25 番 井戸克彦(推） 26 番 佐古正昭(推）

※新型コロナウィルス感染症拡大防止のため推進委員に自粛要請

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 17 号

議事 18 号

議事 19 号

第４ その他

事務局長

農林部長 【農林部長あいさつ】

事務局長 　なお、部長については、都合により退席いたしますのでお願いします。

ただ今から第5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。

7 番 委員

11 番 委員 にお願いいたします。

中川輝男(推）

川口太三(推）

中島次郎(推）

令和2年　下呂市農業委員会第5回総会議事録

令和2年5月7日

山下康子

嶋田浩

鎌倉誠也

金森茂俊

日下部道男(推）

農地法第３条の規定による許可申請について

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　１１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。

二村昭司

　本日は、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、推進委員さんには自粛を
お願いしての開催とさせていただきました。
　また、この４月に新農林部長となりました野村から、本日は少人数での開催で
はありますが、ひとこと挨拶を申し上げます。

大森公治(推）

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



会　長

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

８番
（事務局代読）

１６番

　議案第17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、使用貸借権の設定が
1件提出されています。

　番号１については、農振農用地となります。
譲渡人は、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
を買い受け、農業経営を拡大したいものです。
譲受人の借受後の耕作面積は、83a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、破産により農地を譲渡するものであり、譲受人は、申請地を買受け、
農業に励むものです。
なお、初めて農地を借りられ今回参入されますので、営農計画書が提出されてお
ります。譲受人の借受後の耕作面積は、30aとなります。

　番号3については、農振農用地となります。
使用貸人は、申請地を貸し付け、農業経営を縮小するものであり、借受人は、申
請地を借り受け、農業に励むものです。
3番についても、初めて農地を借りられますので、営農計画書が提出されておりま
す。譲受人の借受後の耕作面積は、20a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。

　３条２番について説明します。申請地は野尻です。国道257号線の葬儀場の手前
を右折し700～800ｍほど山手に進んだ付近です。申請地は破産により破産管財人
の管理となっており、今回任意売却により売買されます。譲受人は、初の農業参
入ですが、赤かぶとシイタケを栽培し、漬物屋、旅館に販売する計画書が提出さ
れております。機械、労働力についても自身が役員を務める農業法人の社員を確
保しており問題ありません。

　ただいま事務局より説明がありました農地法第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。請地は、萩原町山之口カジヤ地内です。慈雲寺
より、主要地方道宮萩原線を高山方面に１キロほど進んだ付近です。譲受人は公
務員ですが家族で農業に従事しています。
申請地の田は譲受人の自宅の真向かいに位置し、また自身の所有する農地に隣接
していますので、効率も良く、何ら問題ないと考えます。

　議題第17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。



１７番
（事務局代読）

会　長

会　長

【挙手全員】

会　長

会　長

事務局

事務局

事務局

　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。

　議案第１８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、農家住宅への転用が１件、一般個人住宅への転用が
３件で、面積については田が１４３㎡、畑が２，０４４㎡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、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。
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ついては、申請地を一般個人住宅の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、半径３００ｍ以内に交番・消防署があることから、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。

　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18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。

　３条３番について説明します。申請地は蛇之尾です。主要地方道下呂・白川線
から県道田口洞に分岐しまして蛇之尾方面に向かいます。その分岐点より1.5キロ
ほど進んだ付近です。
借受人はゲストハウスを経営しており、その斜め向かいに位置している田です。
このゲストハウスは農村滞在型の宿泊施設とのことで、提供する食材を賄うほ
か、宿泊者が農業体験をする場としても活用されるとのことです。農業へは初参
入ですが機械も所有しており、農作業歴もあるとのことで問題ないと考えます。



事務局

事務局

事務局

会　長

２３番
（事務局代読）

３番
（事務局代読）

１６番

１５番

会　長

会　長

【挙手全員】

　４条４番について説明します。申請地は門和佐です。上原公民館にほど近い付
近です。中村という町内会です。自宅への進入路、車庫、庭として使用したいも
のです。周囲に農地はなく、問題ないと考えます。

以上、農地法第４条申請４件について審議をお願い致します。

番号３ついては、申請者は畜産業を営んでおり、申請地を農家住宅敷地として利
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、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、申請地に隣接する土地は自己所有地で
あり、問題ないと思われます。

番号４ついては、申請地を一般個人住宅の車庫・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。

　４条１番について説明します。申請地は金山町菅田桐洞です。主要地方道関金
山線、ライスセンターより２００mほど関市側の山手の土地です。住宅用地への転
用ですが、現地はすでに昭和５０年頃より建物が建っており、始末書が提出され
ております。北側が山林、南が道路、西が宅地、東に農地がありますが所有者の
承諾を得ており、影響はありません。

　４条３番について説明します。申請地は御厩野です。神明山荘の２００m手前の
左手にある土地です。農家住宅への転用です。周囲は、北側が水路、南が道路、
西側は自己所有地です。東側の農地所有者には承諾を得ており、問題ありませ
ん。

　ただいま事務局より説明がありました農地法第４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。

　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。

　４条２番について説明します。申請地は小坂町大垣内です。国道４１号線を高
山方面に進み、北消防署小坂分署より２００mほど進んだ左手です。現地は申請人
の相続時より庭として使用されており、始末書が提出されております。周囲は自
己所有地であり、影響はありません。



会　長

会　長

事務局

事務局

事務局

事務局

事務局 　番号５・６については、申請地を譲り受け、申請者が経営する電気工事業の倉
庫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、申請地に隣接する農地は無く、問題は
無いと思われます。

　議案第１９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１２件、店舗等施設への転
用が２件、太陽光発電施設へ転用が２件で、植林地への転用が１件、その他への
転用が１件、面積については田３，６４７㎡、畑が１，９１１㎡の転用面積とな
ります。

　番号１については、申請地を譲り受け、一般個人住宅の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、申請地に隣接する土地はいずれも申請
人の所有地であり、問題は無いと思われます。
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・３については、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以内に宮田小学校があることから、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、申請地に隣接する全ての農地について
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、合わせて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、担当部署で協
議がなされていることです。

　番号４については、申請地を高齢の父から譲り受け、一般個人住宅の倉庫とし
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、半径３００ｍ以内に宮田小学校、飛騨宮田駅があることから、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については所有
者の承諾を得ており、問題は無いと思われます。
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。

　議題第19号　農地法第５条の規定による許可申請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。



事務局

事務局

事務局

事務局

事務局

事務局

事務局

　番号１２については、申請地を譲り受け、寺院の駐車場及び、倉庫敷地として
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、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、申請地に隣接する北側の農地は所有者
の承諾を得ており、問題は無いと思われます。

　番号１３については、隣接する土地・建物の購入に伴い、申請地をその庭及
び、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、申請地に隣接する南側の農地は所有者
の承諾を得ており、問題は無いと思われます。

　番号１４については、申請地を譲り受け、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、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、申請地に隣接する北側・西側の農地は
所有者の承諾を得ており、問題は無いと思われます。

　番号７については、申請地を借り受け、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、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、問題は
無いと思われます。
なお、この申請地については既に一般個人住宅が建っており、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８については、申請地を譲り受け、番号９については申請地を借受け、合
わせて一般個人住宅敷地及び、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、半径３００ｍ以内に萩原振興事務所、萩原小学校、益田清風高校が
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く、問題は
無いと思われます。

　番号１０については、申請地を譲り受け、一般個人住宅の駐車場及び、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、申請地に隣接する農地はいずれも所有
者の承諾を得ており、問題は無いと思われます。

　番号１１については、譲渡人が高齢なより申請地を管理できないため、申請地
を譲り受け、一般個人住宅の倉庫及び、家庭菜園スペースとして管理すべく、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いずれも所有
者の承諾を得ており、問題は無いと思われます。
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。



事務局

事務局

事務局

事務局

事務局

会　長

２番

５番

５番

５番

　番号１７については、申請地を譲り受け、植林して山林として管理したいた
め、転用許可を求める者であります。
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、問題は
無いと思われます。

　番号１８については、申請地を借り受け、一般個人住宅敷地として利用したい
ため、転用許可を求める者であります。
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、申請地に隣接する北側農地は貸人が所
有する農地である為、問題は無いと思われます。

以上、農地第５条申請１８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。申請地は萩原町宮田です。前の申請地に隣接す
る別の所有者の土地で、転用事業者、目的は同じです。ここも長らく耕作されて
おりません。周囲の土地所有者の承諾を得ております。

　５条４番について説明します。申請地は、萩原町大ケ洞です。宮田小学校より
150ｍ萩原側の国道沿いです。譲渡人と譲受人は親子関係です。現地はすでに住宅
及び駐車場として使用されており、始末書が提出されております。周囲は東と南
が農地ですが承諾を得ております。

　番号１５については、申請地を譲り受け、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、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、申請地に隣接する北側・西側の農地は
所有者の承諾を得ており、問題は無いと思われます。

　番号１６については、申請地を譲り受け、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、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・西側の農地は
所有者の承諾を得ており、問題は無いと思われます。

　５条１番について説明します。申請地は小坂町湯屋です。旧湯屋小学校の県道
湯屋温泉線を挟んだ向かいに位置します。譲受人は昨年、譲渡人の旧宅を購入し
移住された方で、申請地を購入し倉庫として使用したいものです。現地にはすで
に建物が建っており、これに関しては譲渡人から始末書が提出されております。
周囲は水路、河川、宅地、譲受人の所有地であり影響はありません。

　ただいま事務局より説明がありました農地法第５条申請18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。申請地は萩原町宮田です。国道41号線を高山方
面に進み、飛騨宮田駅を過ぎてすぐを右折すると藤ケ森観音堂があります。そこ
から200ｍ山手に進んだ付近です。現地は何年も耕作されておらず、荒れておりま
す。名古屋市の業者に所有権を移転し、太陽光施設へ転用する計画です。周囲の
土地所有者の承諾を得ております。
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　５条11番について説明します。申請地は、馬瀬中切です。馬瀬清流ふれあい会
館より２００ｍほど手前を旧道側に入った付近です。譲渡人は譲受人は義姉妹の
間柄です。譲受人は住所は市外となっていますが、申請地の隣地に居宅があり、
馬瀬で生活することが多いため、庭および倉庫として使用したいとの申請です。
現地はすでに庭となっており、譲渡人から始末書が提出されております。隣接農
地の所有者には承諾を得ており、問題はありません。

　５条12番について説明します。申請地は乗政です。慈雲院より１００ｍ南のに
位置します。昨年の農振除外申請では、慎重なるご審議をいただいたき、県の管
理部会を経て、市から認可の報告を受けまして、今回の転用申請が提出されまし
た。お寺の駐車場として使用したいものです。北側の農地の所有者には承諾を得
ております。よろしくお願いします。

　５条13番について説明します。申請地は御厩野です。国道４１号線の歌舞伎小
屋の十字路から約50ｍほど中津川側の付近です。現地は防草シートにて保全して
ある農地で、耕作はされておりません。譲受人は隣接の土地及び建物を購入し、
一体的に庭園、車庫、進入路として使用したいとのことです。北と東が宅地、西
側が自己所有地です。南側の農地所有者には承諾を得ております。

　５条５番について説明します。申請地は萩原町上呂です。あさんずのつり橋よ
り１１０ｍほど宮田側の踏切を渡り、８０ｍ行った付近です。申請地に隣接する
譲受人の会社倉庫の駐車場として使用したいものです。東、南は道路、西が水
路、北側の農地は次の申請で同時に転用する予定であり、影響はありません。

　５条６番について説明します。申請地は萩原町宮田です。５番の申請地に隣接
する別の所有者の土地で、転用事業者、目的は同じです。周囲に農地はなく、影
響はありません。

　５条７番について説明します。申請地は尾崎です。尾崎小学校から主要地方道
宮萩原線を２キロほど山之口方面に進むと黍生のバス停があります。そこより少
し山側に上った付近です。父親の土地を借り、息子が住宅敷地として使用したい
ものです。現地はすでに住宅が建っておりまして、この件に関しては始末書が提
出されております。周囲に農地はありません。

　５条８番について説明します。申請地は桜洞です。清風高校の東の踏切を渡り
桜洞方面に450ｍほど進み、左折し１４０ｍほど下った付近です。以前、農業委員
会で草刈りをした付近の墓地の上段に位置します。次の案件である住宅への進入
路として使用したいもので、隣接地は譲渡人の所有であり問題ありません。

　５条９番について説明します。申請地は萩原町桜洞です。前件の申請地に隣接
する土地で、譲受人は同じです。母親の土地を借り、息子が住宅敷地として使用
したいものです。周囲の農地所有者には承諾を得ております。

　５条10番について説明します。申請地は馬瀬数河です。国道２５７号線を川上
方面に進み、馬瀬の診療所から４３０ｍほど進むと桂林寺があります。そこから
山手に約２００ｍ行った付近です。譲受人は自宅に隣接する申請地を取得し、駐
車場および物置きの場として使用したい申請です。東側は道路、ほか周囲の農地
の所有者には承諾を得られており問題ありません。
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【挙手多数】

　５条15番について説明します。申請地は金山町中切です。国道４１号線下原ト
ンネル下呂側より８５０ｍ下呂寄りの川側に位置します。住宅敷地として使用し
たいものです。申請地所有者は市外に住んでおり、現地は耕作されておりませ
ん。周囲は北側の一部が農地となっておりますが、所有者の承諾を得ておりま
す。

　５条16番について説明します。申請地は金山町菅田笹洞です。主要地方道関金
山線袋坂トンネルから、約２７０ｍ金山側の付近です。譲受人は自宅に隣接する
申請地を取得し、駐車場として使用したいものです。周囲は北が宅地、東が道路
です。南北の農地所有者の承諾を得ており問題ありません。

　５条17番について説明します。申請地は金山町戸部です。国道４１号線より金
山明宝線を郡上方面に約７．5ｋｍ進み右折しますと主要地方道金山上之保線に入
ります。そこからさらに２ｋｍ進んだ左手にあります。現地は山林化しており周
囲への影響はありません。譲受人は周囲の山林を所有しており、一体的に管理さ
れるとのことです。

　５条18番について説明します。申請地は金山町東沓部です。国道４１号線より
金山明宝線を郡上方面に３．５ｋｍ進み、東橋を渡ると浄化センターがありま
す。そこから約１００ｍの付近です。現在は許可が不要である2㌃以内の農業用倉
庫が建っています。そこを解体し、住宅を建設したい申請です。周囲は東が水
路、西が宅地、南が道路です。北側の田は貸し人の所有であり問題ありません。

　５条14番について説明します。申請地は門和佐です。主要地方道下呂・白川線
笹峠のグランドから800ｍほど進むと門和佐のバス停があります。そこを左折し
900mほど進んだ付近です。東部という町内会です。祖母の土地にお孫さんが住宅
を建設したい申請です。周囲は東と西が自己所有地、北と西の農地所有者には承
諾を得ております。

　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。

　ほか、よろしいですか。
　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18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。

　５条12番については、昨年の農振除外申請では随分慎重に審議した案件です
が、県の管理部会で意見は出たのでしょうか。

　特に意見は出ませんでした。

わかりました。



会　長

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。

　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。

番

　以上をもちまして、第5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


