
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(推）

4 番 5 番 嶋田浩 6 番 熊﨑みどり

7 番 8 番 林忠和(推） 9 番 中川輝男(推）

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(推） 18 番 熊﨑博(推）

19 番 20 番 二村正明(推） 21 番 金森茂俊

22 番 23 番 佐古健 24 番 日下部道男(推）

25 番 26 番 佐古正昭(推）

欠席委員 6 番 7 番 中島義彦 8 番 林忠和(推）

9 番 10 番 田中覚章(推） 12 番 小林寿

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 23 号

議事 24 号

議事 26 号

議事 27 号

第４ その他

事務局長

ただ今から第7回農業委員会を開催いたします。

会　長 【会長あいさつ】

会　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。

15 番 委員

16 番 委員 にお願いいたします。

会　長

会　長 　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。

中川輝男(推）

令和2年　下呂市農業委員会第7回総会議事録

令和2年7月3日

山下康子

中川元宏

中島義彦

田中覚章(推）

川口太三(推）

中島尊治

中島次郎(推）

髙木康則

井戸克彦(推）

農地法第３条の規定による許可申請について

農地法第３条の規定による別段の面積の設定について

　議題第23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。なお、新型コロナ
ウィルス対策として時間を短縮するため、議案の読み上げおよび、委員による状
況説明は省略させていただきます。
議案の２ページをお開きください。こちらの案件につきまして、ご意見、ご質問
がございましたらお願いいたします。

細江忠光

　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１２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。

中島尊治

熊﨑みどり

農地法第５条の規定による許可申請について
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



【挙手全員】

会　長

会　長

会　長

【挙手全員】

会　長

会　長

会　長

会　長

【挙手全員】

会　長

会　長

事務局

　議題第26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
いて意見を決定したく提案いたします。
議案の８～９ページをお開きください。こちらの案件につきまして、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。

　議案第27号について、先月の検討会議にてご説明しましたが、再度説明させて
いただきます。

　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24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。
議案の３ページをお開きください。こちらの案件につきまして、ご意見、ご質問
がございましたらお願いいたします。

　議題第27号　農地法第３条の規定による別段の面積の設定について意見を決定
したく提案いたします。
こちらについては事務局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。

　議題第25号　農地転用許可後の事業計画変更承認申請について。こちらにつき
ましては、議案印刷後に取り下げ願いがありましたので削除をお願いします。

　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9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。



事務局

事務局

事務局

事務局

事務局

事務局

次に第2号、
二 　農業委員会が定めようとする別段の面積の単位はアールとし、その面積は十
アール以上であること。
・・・アール表記であり、範囲内の10アールであるため問題ありません。

次に第3号、
三 　農業委員会が定めようとする別段の面積は、設定区域内においてその定めよ
うとする面積未満の農地又は採草放牧地を耕作又は養畜の事業に供している者の
数が、当該設定区域内において農地又は採草放牧地を耕作又は養畜の事業に供し
ている者の総数のおおむね百分の四十を下らないように算定されるものであるこ
と。
・・・先月の検討会議でお示ししましたとおり、農地台帳システムで調査したと
ころ、現行の20アール以上耕作している農家は全耕作者の39％しかなく、10アー
ル未満の耕作者は全体の45％であり、算定基準を満たしています。

以上のことから、農地法施行規則第１７条第１項に規定される別段の面積は市内
一律10アールへの変更を提案します。

次に、今回新たに設定したい、農地法施行規則第17条第2項を適用した区域および
面積です。
申請農地ごとに、条件を満たしているかを判断し、農業委員会が公示した農地に
限り0.01アールとしたいものです。
こちらについても基準となる施行規則第17条第2項を順に確認します。

第2項では、
２ 　設定区域が次の各号のいずれにも該当する場合には、法第三条第二項第五号
の農林水産省令で定める基準は、前項の規定にかかわらず、当該設定区域及びそ
の周辺の地域における農地又は採草放牧地の保有及び利用の現況及び将来の見通
し等からみて、新規就農を促進するために適当と認められる面積とする。
・・・「新規就農を促進するために適当と認められる面積」とありますが、こち
らの規定を適用したい農地というのは、集積が見込めない小規模な農地を想定し
ております。また、「新規就農」という言葉ですが、空き家に付随する家庭菜園
だとか、自宅周りの農地というような小さい面積から農業を始めたいという方で
も広義に「農業者」と捉え、適正管理を促すことを狙いとしております。下呂市
のような中山間地では担い手が集積できる農地は限られています。未整備の生産
性の低い農地をどう管理していくかを考えると、住民の方で守られることが理想
であり、それには取得の制限の緩和が有効と考えます。

次に第2項第1号、
一 　当該設定区域内に現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の
目的に供されないと見込まれる農地その他その適正な利用を図る必要がある農地
が相当程度存在すること。
・・・この規定については、下呂市の遊休農地は66haあり、これは県内ワースト2
位であります。「相当程度存在する」に十分な数字かと考えます。

農地法第３条第２項第５号では、農地を取得するには、原則、取得後の経営面積
が北海道では２ヘクタール、都府県では５０アール以上となることが要件となっ
ています。特例として、平成２１年の農地法改正により、地域の実情に応じて、
農業委員会の判断で別段の面積を定めることが可能となっています。
今回提案いたしますのは、農地法施行規則第１７条第１項の規定を適用する面積
を現行２０アールから１０アールに変更し、同規則同条第２項の規定を適用する
区域および面積を新たに設定したいものです。

では、別段の面積の基準を定めた、農地法施行規則第１７条を順に確認していき
たいと思います。
まず第1項第１号ですが、
一 　設定区域（農業委員会が法第三条第二項第五号 の規定に基づき別段の面積
を定める区域をいう。第三号及び次項において同じ。）は、自然的経済的条件か
らみて営農条件がおおむね同一と認められる地域であること。
・・・区域については、市内一律の変更はしないものとします。



事務局

事務局

事務局

会　長

２５番

事務局

事務局

１５番

事務局

２４番

事務局

会長

よろしいですか。こうすることで遊休農地が減少するということですか。

そのように考えています。取得のハードルを下げることで、少しでも耕作意欲の
ある方に移転を促して、人農地プランから外れた、集積できない農地を守ってい
ただける方を増やして、なんとか遊休化を防ぎたいというのが狙いです。

すでに木が植えてあるようなところも対象ですか。

遊休農地は皆さんの農地パトロールでＡ（=簡易復旧可能）、Ｂ（=重機等で復旧
可能）と判断した農地なので、木が植わっていればＣ判定（Ｂ分類）のはずです
ので、３条では申請いただけません。

市外の者が取得すると逆に遊休農地が増えるのではないか。財産保有の目的で申
請されると困る。また、この見直しは元に戻せるか。

はい。農地法第３条には下限面積要件というのがありまして、現在は許可後の耕
作面積が２０アールないと取得ができないこととなっています。これは、小規模
農家が増えると、集団的な農業に支障がでるとの理由から設定されているもので
す。ですが、現在の経営面積別農家の割合から考えますと２０アールから１０
アールに引き下げることが妥当と判断するものです。

また、さらに規模の小さい、例えば空き家に付随した農地ですとかは、申請に
よって１平米から取得できるように見直したいというものです。

次に今後のスケジュールについて説明します。今回の総会で承認された場合、農
業委員会で公告します。告示はホームページでも公表し、行政書士会に通知する
予定です。また9月発行予定の委員だよりに大きく特集する予定です。次回8月総
会より新しい別段面積での審議となりますので宜しくお願いします。

以上、農地法3条の規定による別段の面積の設定についてご審議をお願いします。

第2号は
二 　当該設定区域の位置及び規模からみて、当該設定区域内において法第三条第
二項第五号 に規定する面積（北海道では二ヘクタール、都府県では五十アールで
ある面積をいう。）未満の農地又は採草放牧地を耕作又は養畜の事業に供する者
の数が増加することにより、当該設定区域及びその周辺の地域における農地又は
採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがな
いこと。
・・・区域は農地ごと（筆ごと）に指定します。「集団的な農地利用に支障のな
い農地」を条件に加えていますので問題ないと考えます。

ただいまの案件につきまして、ご意見、ご質問がありましたらお願いいたしま
す。

すみません、もう少し簡潔に説明していただけますか。



事務局

事務局

会　長

会　長

【挙手全員】

会　長

会　長

会　長

ほか、よろしいですか。

農地法第３条には下限面積要件の他にも全部耕作条件や常時従事条件などがあ
り、下限面積だけ満たせば取得できるものではありません。また、０．０１アー
ルの条件に譲受人名義の土地に隣接する、とは下呂市にまったく関係ない方の取
得を制限するために設けたものです。

別段の面積は農業委員会で審議すればまた変更することができます。

　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条の規定によ
る別段の面積の設定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。

　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7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

※新型コロナウィルス感染防止策として時間を短縮するため、議事23号～26号について
は議案読み上げおよび委員説明を省略した。委員には事前に説明資料を配布しており、

当日は質疑応答のみとした。本議事録に配布資料を添付する。



1
16番

中島尊治

2
14番

鎌倉誠也

総会では、コロナウィルス対策として時間を短縮して開催するため、その場での読み上げは行いません。

　このことから番号１から２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。
　以上、農地法第３条申請１件について審議をお願い致します。

番号２については、うち１筆が農振農用地となります。
譲渡人は、申請地を相続したが耕作できないため譲渡するものであり、譲受人
は、申請地を譲り受け、農業に励むものです。
譲受人の取得後の耕作面積は、71.7aとなります。

３条２番について説明します。申請地は、宮地です。国道２５７号線を宮地の信
号から350ｍほど下呂側に位置します。譲受人の自宅および所有農地に隣接し
ておりますので、取得後は一体的に管理されると思います。何ら問題ないと考え
ます。

第7回　下呂市農業委員会総会　申請内容説明

（農地法第3条）
事務局説明 担当委員説明

番号１については、うち１筆が農振農用地となります。
譲渡人は、申請地を相続したが耕作できないため譲渡するものであり、譲受人
は、申請地を譲り受け、農業に励むものです。
譲受人の取得後の耕作面積は、37aとなります。

３条１番について説明します。申請地は、御厩野です。国道２５７号線を中津川
方面に向かいまして歌舞伎小屋のある交差点から県道白草山公園線に入り、
300ｍほど進んだ付近です。現地は休耕地ですが、譲受人は桑を作付けする計
画とのことです。譲受人が役員を務める農業法人では養蚕に参入しており、同
法人の社員を労働力として確保しています。実現性があり、何ら問題ないと考え
ます。

　議案第23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、無償による所有権移転が1件提出されていま
す。

議案、申請書をよく読み、意見質問がある場合のみ当日発言ください。また内容に誤りがある場合は前日までにご連絡をお願いします。



1
３番

大森公治

2
５番
嶋田浩

3
１０番
田中覚章

議案第24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、店舗施設への転用が2件、一般個人住宅への転
用が5件、公共施設への転用が1件、太陽光発電施設へ転用が1件で、面積に
ついては田１，１７６１㎡、畑が１，３５２㎡の転用面積となります。

事務局説明 担当委員説明

（農地法第５条）

番号１については、申請地を譲り受け、譲受人が経営する喫茶店の駐車場とし
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、申請地に隣接する農地は無く、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。

５条１番について説明します。申請地は、小坂町門坂です。国道４１号線の小坂
久々野トンネルの小坂側から415ｍ手前の左手に譲受人の経営する喫茶店があ
ります。駐車場への転用ですが、既に昭和５５年頃より駐車場として利用されて
おり、始末書が添付されております。周囲に農地は無く、影響はないと考えま
す。

番号２については、申請地を譲り受け、譲受人が経営する飲食店の駐車場とし
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、申請地に隣接する農地は無く、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。

５条２番について説明します。申請地は、上呂です。ＪＲ上呂駅より510ｍほど萩
原寄りの国道４１号線沿いに譲受人の経営する飲食店があります。駐車場への
転用ですが、既にかなり前より駐車場として利用されており、始末書が添付され
ております。周囲に農地は無く、影響はないと考えます。

番号３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、申請地に隣接する農地は無く、問題
は無いと思われます。

５条３番について説明します。申請地は、西上田です。県道下呂小坂線の南部
体育館から350ｍ北側に位置します。現地は宅地まわりの小規模な畑といった現
況です。現在の借地を所有権移転し、住宅を新築したいものです。周囲に農地
は無いため、影響はないと考えます。
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１０番
田中覚章

5
１１番
二村昭司

6
13番
川口太三

7
14番
鎌倉誠也

５条５番について説明します。申請地は、馬瀬名丸です。馬瀬振興事務所より県
道下山名丸線を720ｍ北に行った付近位置します。現地の現況は畑となってい
ます。義父の土地を借り、義理の息子が住宅を新築したいものです。周囲の農
地は譲渡人の所有であり、影響はないと考えます。

５条４番について説明します。申請地は、西上田です。県道下呂小坂線の南部
体育館から320ｍ南に位置します。現地の現況は雑種地となっています。住宅を
新築したいものです。周囲に農地は無いため、影響はないと考えます。

番号５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、申請地に隣接する西側の農地は申
請者の所有地であり、問題はないと思われます。

番号７については、申請地を譲り受け、一般個人住宅の駐車場、庭、出入り口と
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５００ｍ以内に竹原小学校、竹原中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、申請地に隣接する農地は無く、問題
はないと思われます。

５条６番について説明します。申請地は、馬瀬黒石です。国道２５７号線、数河の
診療所より１．２キロ北に位置します。区の集会所駐車場への転用ですが、昭和
５０年頃より既に利用されており、始末書が提出されております。周囲に農地はな
く、影響はありません。

番号６については、申請地を譲り受け、区の集会場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４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、申請地に隣接する農地は無く、問題
は無いと思われます。

５条７番について説明します。申請地は、宮地です。国道２５７号線、宮地のコン
ビニＬの対岸に位置します。宅地への転用です。現地は道路と宅地に囲まれた
狭小な休耕田となっており、影響はないと考えます。
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22番
髙木康則

9
24番
佐古健

　以上、農地第５条申請について審議をお願い致します。

番号８については、申請地を譲り受け、一般個人住宅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。
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。

５条９番について説明します。申請地は、菅田桐洞です。関金山線の菅田の交
番の少し手前、東側に位置します。太陽光施設への転用です。周囲の農地所
有者の承諾は得ております。
この地区ではすがたらいすを中心とした集積が進んでいるところですが、申請地
は、所有者と担い手の間で合意がなされ、Ｈ30の一斉集積では初めから対象外
となっています。今回、昨年の除外の認可どおりに転用申請がなされましたの
で、ご審議のほどよろしくお願いします。

番号９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、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、開発協議が必要となる案件
になります。担当部署で確認したところ、開発協議については未申請であること
から、開発協議の締結を条件に審議いただく案件となります。

５条８番について説明します。申請地は、中津原です。中橋という下原町より中
津原に渡る橋から470ｍほど上った付近です。一般個人住宅の庭への転用です
が、現地はすでに宅地として利用されており、始末書が提出されています。隣接
農地の所有者には承諾を得ており、問題ないかと考えます。

（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）
事務局説明

議案第25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。
今回の申請内容は所有権移転が１件、利用権設定が１件提出されております。

議案の8頁をお開きください。所有権移転番号１については、申請地を、農業経営基盤強化促進法の規定に基づき移転するものであります。
面積は、1216㎡。利用目的は畑であり、売買価格は******円となります。番号１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。

続いて、次のページをお開きください。利用権設定番号１については申請地を、農業経営基盤強化促進法の規定に基づき貸借するものであります。
面積は3,081㎡。利用目的は畑であり、使用貸借となります。こちらも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審議をお願い致します。


