
開催日時 14：00～16:00

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(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 24 番

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 42 号

議事 43 号

議事 44 号

議事 45 号

議事 46 号

議事 47 号

議事 48 号

第４ その他

事務局長

ただ今から第11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。

7 番 委員

11 番 委員 にお願いいたします。

会　長

令和2年　下呂市農業委員会第11回総会議事録

令和2年11月4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条の規定による別段の面積の設定について

農地法第３条の規定による許可申請について

農地法第４条の規定による許可申請について

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

日下部道男(推）

農地法第５条の規定による許可申請について

　議題第42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。

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

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

農業振興地域整備計画の変更に係る意見について



会　長

【挙手全員】

会　長

会　長

会　長

【挙手全員】

会　長

会　長

会　長

【挙手全員】

会　長

会　長

事務局

会　長

　すみません、５条の１番と２番ですが、実は議案印刷後に申請の取り下げがあ
りましたので、議案から削除をお願いします。

　議題第44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。
議案の７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。

　議題第43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。
議案の５から６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条許可申請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。

　議題第45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８ページから１１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。

　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条許可申請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。

　ご異議ないものと認め、原案の通り承認いたします。

　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条許可申請８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。



会　長

【挙手全員】

会　長

会　長

事務局

会　長

会　長

【挙手全員】

会　長

会　長

事務局 議案第47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説明させていただきます。
議案44ページにあります通り、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。
議案のＡ３の農用地利用配分計画案をご覧ください。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利用配分計画案となっています。上原地域内の法人と認定農
業者合わせて６経営体が合計17.27haを借り受ける計画です。

議案第46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。
今回は、賃貸借権、使用貸借件の設定があわせて84件が提出されています。こち
らは上原地域が昨年実質化された人農地プランの実行として、地域で話合いが行
われ、計17.27haを一般社団法人岐阜県農畜産公社に貸し付けるものです。この集
積で10アール10,000円の地域集積協力金を交付申請する予定です。
すべて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。

　ご異議ないものと認め、原案の通り承認いたします。

　議題第47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。

　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条許可申請10
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46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。

　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

会　長

会　長

【挙手全員】

会　長

会　長

市担当者

会　長

会　長

14番

会　長

13、14番は整備済であり、面積も広い。担い手もある地域であるが、担い手が耕
作する意思はないのか。

　私の担当区域です。航空写真で見ますと平坦のようですが、ここは一段高いと
ころにある田です。２筆のうち、現在耕作されているのは一番下の田んぼです。
高齢の理由と、息子さんがあるが農業はする予定ではないとのことです。北側の
隣接の田は過去除外され、すでに農地ではなく、今回の転用事業者が既に取得済
みとのことです。

　担い手が借り受けないか確認する必要があり、転用目的を見ても他の申請のよ
うに後継者住宅のように緊急性があるとはいえないとなると、農業委員会として
は賛成しかねるのではないか。

　ご異議ないものと認め、原案の通り承認いたします。

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、11月1日から借受開始することとなりま
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。

　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。

また、Ａ３の最後のページは権利の移転です。認定農業者の＊＊＊＊＊さんが、
＊＊＊＊＊株式会社として法人化され、現在個人名義で借り受ているものを、法
人へ権利移転します。

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、12月28日から借受開始することとなりま
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。

　ご意見、ご質問がないようですので裁決を取ります。
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、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48号　農業振興地域整備計画の変更に係る意見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。

　お疲れ様でございます。農振整備計画を担当しております＊＊と申します。よ
ろしくお願いします。今回はコロナウィルス対策として事前に詳細資料を配布さ
せていただいております。議案54～55頁では、農振法第１３条各号に該当しない
旨示してございますので、各案件につきご審議のほどよろしくお願いします。

　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。



５番

会　長

22番

市担当者

会　長

【挙手全員】

会　長

会　長

【挙手なし】

会　長

会　長

【挙手なし】

会　長

事務局

会　長

会　長

　では、そのように進達させていただきます。

　この申請だけではないが、基盤整備等の公共投資が軽視されている傾向にある
と思う。

　他の案件についてはどうですか。

　ほか、よろしいですか？ないようですので、分割審議としてよろしいか。

　13、14番を除く案件について、原案のとおり決するにご異議のない方の挙手を
求めます。

　次に13番について、原案のとおり決するにご異議のない方の挙手を求めます。

　挙手なしとのことで否決とします。

　次に14番について、原案のとおり決するにご異議のない方の挙手を求めます。

　挙手なしとのことで否決とします。それでは、農業委員会としては１３、１４
番を除き承認、１３・１４番については、担い手が耕作することが望ましいとい
う意見決定としたいと思います。

　よろしいですか。27番、28番ですが、27番は分筆後の残地が狭小となります
し、28番は申請地を通らないと田に侵入できないとなると、営農に影響がないと
は言い難いと思いますが。

　はい。27番ですが、既に分筆され、残地についてもこれまでどおり営農を継続
されますので今回、除外申請なされていません。28番は駐車場ですので、機械な
んかはその駐車場を通れば進入できますし、奥の田も自己所有地ですので支障な
いと判断しました。

　以上をもちまして、第11回　下呂市農業委員会を閉会します。

16時00分閉会

　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。

　ご異議ないものと認め、原案の通り承認いたします。



第11回　下呂市農業委員会総会　申請内容説明

（農地法第3条）

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。
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。

　以上、農地法第３条の規定による別段の面積の設定について審議をお願い
致します。

　今回の下限面積適用申請では担当の二村昭司委員が現地確認を行い、条件
に合致することを確認しております。
　この議案で承認されますと、本日付で告示となり、次にご審議いただく農地法
第３条申請での下限面積の要件を満たすこととなります。

（別段の面積の設定について）
事務局説明 担当委員説明

　議案第42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説明させ
ていただきます。こちらの案件については、農地法施行規則第１７条第２項の適
用について別紙の申請書が提出されましたので、農業委員会の承認を求めるも
のです。

1
11番

二村昭司

別段の面積の適用を受けたい申請地について説明します。
場所は、馬瀬西村です。県道下山名丸線、美輝の里の方へ渡る橋より350ｍほ
ど手前の川側に位置します。譲受人の自宅に隣接し、今回の所有権移転によ
り、確実に今後の遊休化防止につながると考えます。また、小規模農家が利用し
ても、周辺の農地の効率的かつ総合的な利用に影響がない箇所と判断しました
ので、別段の面積の適用についてご審議のほどよろしくお願いします。

簡潔に言いますと、通常、耕作目的で農地を取得するには、譲受人の耕作地が
取得する面積を合わせて10アール以上ある必要がありますが、このように申請
により、農業委員会がこの土地であればＯＫですよと告示をすれば、告示した土
地に限り、１㎡から農地が取得できる仕組みです。

　まず、下呂市の別段の面積（=農地取得の際の下限面積）は今年７月３日開催
の第７回農業員会総会において、同規則１７条第１項の規定においては、それ
までの２０アールから市内全域１０アールに引き下げを行いました。

次に、新たに、同規則１７条２項を適用する区域として、
（1）譲受人名義または譲受人名義となることが確実な土地に隣接する農地
（2）遊休農地若しくは遊休化の恐れのある農地
（3）集団的な農地利用に支障のない農地
以上すべてに該当する場合、申請により農業委員会が筆指定した農地につい
ては下限面積を０．０１アール（1㎡）から取得できることとしました。



1
11番

二村昭司

2
7番

中島義彦

3
12番
小林寿

4
25番

井戸克彦

番号3については、農振農用地となります。
譲渡人は、後継者が県外におられ、将来的に耕作ができないことから申請地を
譲渡したいものであり、譲受人は、申請地を買い受け、農業に励むものです。
譲受人の取得後の耕作面積は、70aとなります。

３条３番について説明します。申請地は馬瀬堀之内です。国道257号線を川上
方面に向かい、すずし野というキャンプ場横の瑞穂橋を渡り、600ｍほど進んだ
旧道側に位置します。譲渡人は、息子さんがありますが県外におられ、将来的
に耕作できなくなることから、同じ地区内の譲受人に譲渡されます。譲受人は所
有地を集落営農に貸し付けながらも、自作地は50aあり、なんら問題ないかと考
えます。

３条２番について説明します。申請地は萩下の旧法務局、現在は社協が入って
います建物より40ｍほど北西に位置します。譲渡人は県外に住んでおり譲渡し
たいものです。譲受人の自宅は、申請地のすぐ北側となっており、このたび買い
受け、畑として使用したいとのことです。よろしくお願いします。

事務局説明 担当委員説明

事務局説明 担当委員説明

番号4については、農振農用地外となります。
譲渡人は、県外に住んでおり耕作できないため譲渡したいものであり、譲受人
は、申請地を買い受け、農業に励むものです。
譲受人の取得後の耕作面積は、67aとなります。

３条４番について説明します。申請地は金山町岩瀬です。濃飛横断自動車道金
山インターをおり、八坂のダム沿いから金山明宝線を目指して進むと、木材チッ
プセンターがあります。そこから700ｍほど進んだ付近です。譲受人は申請地に
隣接する農地を所有しており、この度の移転で規模拡大し、ホウバを栽培したい
とのことです。一体的に管理されると思いますので宜しくお願いします。

　議案第37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、有償による所有
権移転が3件提出されています。

（農地法第４条）

　以上、農地第３条申請について審議をお願い致します。

番号１については、農振農用地となります。
譲渡人は、申請地の効率利用の観点から譲受人に譲渡したいものであり、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、3.6aとなります。通常の下限面積10aを下回りま
すが、先ほどの議決で、告示により、申請地は下限面積0.01アールが適用され
ることとなります。

３条１番について説明します。申請地の場所は先ほどの説明のとおりです。下限
面積のほかの条件としては、農作業従事状況、道具の保有状況、周辺地域との
支障等についても譲受人の取得条件に問題ありません。ご審議のほどよろしく
お願いします。

番号2については、農振農用地外となります。
譲渡人は、県外に住んでおり耕作できないため譲渡したいものであり、譲受人
は、申請地を買い受け、農業に励むものです。
譲受人の取得後の耕作面積は、24aとなります。



1
6番

熊﨑みど
り

１
・
２

４番
中川元宏

番号１・２については、申請地を交換し、それぞれ一般個人住宅の花壇・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の所有者か
らも承諾は得られており、問題は無いと思われます。

５条１番及び、２番について説明します。申請地は野上で、萩原北保育園付近
の場所になります。
日下部さんは所有地の進入路、野口さんは自宅の花壇として、申請地を利用し
たいとのことであります。申請地の周囲は道路、住宅等に囲まれた狭小農地であ
り、近隣の農業への影響はないものと考えます。

番号1については、申請地を農業用施設として利用したいため、転用許可を求
めるものです。
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申請人の
所有地であり、問題は無いと思われます。

４条１番について説明します。申請地は尾崎地内で赤坂橋を過ぎた辺りを脇道
に入った場所になります。申請者は畜産業を営んでおり、今回の申請もそれに
供する施設である為、問題は無いと思われます。

議案第44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業用施設（堆肥舎）への転用が１件で面積につ
いては田653㎡の転用面積となります。

（農地法第５条）
事務局説明 担当委員説明

議案第45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７件、店舗等施設への転
用が１件、工鉱業用地１件、植林が２件で、面積については田1,073㎡、畑
2320.6㎡の転用面積となります。

　以上、農地第５条申請について審議をお願い致します。

申請取り下げ
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７番

中島義彦

4
１１番
二村昭司

5
１１番
二村昭司

6
２０番
二村正明

番号５については、申請地を譲り受け、植林地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無く、問題は
ないと思われます。

５条５番について説明します。申請地は馬瀬の西村です。県道431号線下山名
丸線沿いにある下呂接骨院の裏手になります。
申請地は山際にあるため、土砂流出を防止策として植林を行いたいとのことで
す。隣接する農地は無く、近隣の農業への影響はないものと考えます。

番号３については、申請地を譲り受け、一般個人住宅と倉庫の進入路として利
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、３００ｍ以内にJR飛騨萩原駅があることから、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申請人の
所有地であり、問題は無いと思われます。

５条３番について説明します。申請地は萩原で、萩原南中学校の裏になります。
譲受人の住宅及び、倉庫については道路に面しているように見えますが、実際
には段差があり、元々進入路として利用されてきました。周辺の農地も申請人の
所有地であり、そのための進入路も兼ねているので、問題は無いと思われます。

番号６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、都市計画区域内の農地であることから、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
ないと思われます。

番号４については、申請地を譲り受け、別荘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ため、
問題ないと思われます。

５条４番について説明します。申請地は馬瀬の惣島になります。日和田トンネル
抜け、美輝の里方面に向かった先の八幡神社の手前となります。申請者は釣り
が趣味であり、馬瀬地域が気に入ったため、別荘を建てたいとのことです。隣接
する農地は無く、問題は無いと思われます。

５条６番について説明します。申請地は小川です。国道41号線沿いのレストラン
松葉から下呂中学校方面に降りて行く市道沿いに申請地はあります。申請地の
周辺には連続した農地はありますが、段になっているため、影響は無いと思われ
ます。
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１９番
中島次郎

8
１７番
松嶋光秋

9
２６番
佐古正昭

10
２６番
佐古正昭

番号９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、半径5００ｍ以内に金山警察署、金山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の所有者か
らも承諾は得られており、問題は無いと思われます。

５条９番について説明します。申請地は金山町の長洞峠の手前に位置していま
す。現在、申請人は金山地内の市営住宅で生活していますが、新たに一般個
人住宅を建築したいとのことです。隣接する農地の所有者には承諾を得ており、
問題は無いと思われます。

番号８については、申請地を譲り受け、植林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、得て
おり、問題ないと思われます。

５条８番について説明します。申請地は夏焼で下夏焼集落の手前500ｍほどの
場所に位置しています。
既に申請地は山林化しており、隣接地も全て山林であるため、周辺の農業への
影響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、建築業の工場・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
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。

５条７番について説明します。申請地は乗政で、県道乗政下呂停車場線沿いに
ある丸共建設㈱の隣になります。
新たに工場を建設するため、それに伴う駐車場として利用したいとのことであり、
他の土地では代えられないことから転用申請されました。周囲は申請者の事務
所・工場、道路に囲まれており、周辺の農業に影響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、譲受人の居宅兼、経営するリラクゼー
ション業の店舗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以内に金山警察署、金山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、得て
おり、問題ないと思われます。

５条10番について説明します。申請地は金山町で、国道41号の金山中学校を過
ぎた辺りから、脇道に入った場所になります。申請人は新たに自らの居宅と経営
するリラクゼーション業の店舗を建築したいとのことです。隣接する農地の所有
者には承諾を得ており、問題は無いと思われます。

（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）

　以上、農地第５条申請について審議をお願い致します。
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口  述  書 

（第 11回下呂市農業委員会：R2.11.4） 

整理番号１ 

地目：田 面積 1,090 ㎡ 

 土地所有者及び転用事業者は＊＊＊＊＊となります。 

 除外理由は、転用事業者は建設業を営んでおり、＊＊＊＊＊＊にある大規模林道の登り口周辺

に形成された不耕作の農地を資材置場に整備する必要が生じました。 

土地の選定は今回、同申請地に隣接する同様の不耕作の農地（持主１人）も取得して整備する

計画で、既にこの６月隣接者の土地を購入し転用許可申請をおこない資材置場として利用してい

る。このことから、二人の所有者からなる土地全体を一体的に利用したい計画でいるため、本申

請地を選定しています。 

 周辺には集積を進める担い手がいない状況で、申請地を除外することによる営農上の問題はな

いと思われます。 

整理番号２ 

 地目：田 面積：877㎡ 

 土地所有者及び転用事業者は＊＊＊＊＊となります。 

 除外理由は、転用事業者は住居の老朽化に伴い、新たに住宅を建替える必要が生じました。 

土地の選定は、現在の敷地内での建築も考えたが、谷に隣接していることで湿気が多いうえ、

窪地である故斜面からの土砂の流れ込みなど危険が生じる恐れがあるなどまた、申請者は畜産業

を営んでおり申請地は、牛舎から近く常に牛の管理に都合がよく、本申請地を選定しています。 

隣接する畑の所有者からの同意は得ており、当地区周辺には集積を進める担い手は存在してい

ますが、申請地は採草地であり営農上問題がないと思われます。 

整理番号３ 

 地目：田 面積：178㎡ 

地目：田 面積 575 ㎡ 

 土地所有者は＊＊＊＊＊、転用事業者は＊＊＊＊＊となります。 

除外理由は、転用事業者は申請地の近くで建設業を営んでいる。近年、事業量の増加に伴い業

務上資材置場の不足が生じ、その候補地を探していました。 

土地の選定は、市道に面した休耕地となっており、所有者は耕作意欲も無く農地としての利用

が不要であることや、現在の資材置き場が近接しており一体的に利用するため、本申請地を選定

しています。 

当地区は、既に隣に建物が立つなど担い手の集積には効率性を欠くエリアとなっていますが、

営農上の問題はないと思われます。 
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整理番号４ 

 地目：畑 面積：183㎡ 

 土地所有者は＊＊＊＊＊、転用事業者＊＊＊＊＊となります。 

除外理由及び土地の選定は、転用事業者の住宅敷地に駐車スペースがなく、自宅の周辺に駐車

場を設ける必要が生じました。自己の所有地はなく、自宅に隣接する本申請地が存在し、一体的

に利用したいため、本申請地を選定しています。 

 本申請地の周辺には、集積を進める担い手は存在しますが、本申請地は畑でもあり申請地を除

外することによる営農上の問題はないと思われます。 

整理番号５ 

地目：田 面積：56㎡ 

 土地所有者は＊＊＊＊＊、転用事業者＊＊＊＊＊となります。 

除外理由及び土地の選定は、転用事業者は子供の成長で物が増えたこと等により、自宅に近接

する箇所に洗濯物干場・倉庫を設ける必要が生じた。自宅に隣接している本申請地が一体的に利

用できるため、本申請地を選定しています。 

隣接する田の所有者からの同意は得ており、当地区周辺には集積を進める担い手は存在します

が、申請地は休耕田となっており、申請地を除外することによる営農上の問題はないと思われま

す。 

整理番号６ 

 地目：畑 面積：69 ㎡ 

地目：畑 面積 334 ㎡ 

 土地所有者は＊＊＊＊＊、転用事業者は＊＊＊＊＊となります。 

 除外理由及び土地の選定は、転用事業者は、名古屋市で不動産業及び塗装・内装工事業を経営

され、業務拡張で飛騨地域にも事業展開することとなりました。萩原地域に営業所等として使用

できる建物を購入することになり、このことで車両駐車場、資材置場となる敷地が必要であり、

隣接する本申請地が上記の目的を叶えられ、一体的に利用するために本申請地を選定しています。 

 当地区に担い手が集積した農地はなく、申請地を除外することによる営農上の影響はないと思

われます。 

整理番号７ 

 地目：田 面積：212㎡ 

 土地所有者は＊＊＊＊＊、転用事業者は＊＊＊＊＊となります。 

除外理由は、転用事業者家族はアパートに居住し生活していますが今後、親の土地管理や

介護支援に応じられる環境を確保する必要があるため、自宅に近い箇所に住宅を新たに建てた



3 

い計画で必要が生じました。

土地の選定は、自己の所有地はなく実家に同居するには手狭なので、転用者は父親である

土地所有者の意向を考慮して、一体的に利用するため本申請地を選定しています。

 当地区周辺には集積を進める担い手は存在しておらず、申請地を除外することによる営農上の

影響はないと思われます。 

整理番号８ 

 地目：畑 面積：269㎡ 

 土地所有者は＊＊＊＊＊、転用事業者は＊＊＊＊＊となります。 

 除外理由は、転用事業者の住宅敷地には駐車スペースがなく、遠方に駐車するなど不便を負っ

ており、自宅に近い本申請地を取得して駐車場に整備する必要が生じました。 

 土地の選定は、自己所有地は取り付けが悪いなど本申請地以外適当な土地はなく、自宅と一体

的に利用するため、本申請地を選定しています。 

 地区周辺には集積を進める担い手は存在せず、申請地に隣接する農地はなく、申請地を除外す

ることによる営農上の問題はないと思われます。 

整理番号９ 

 地目：畑 面積：195㎡ 

 土地所有者は＊＊＊＊＊、転用事業者は＊＊＊＊＊となります。 

 除外理由及び土地の選定は、転用事業者は二世代同居であるが、現在の住宅では手狭なことか

ら住宅を増築する必要が生じました。本申請地は本宅に隣接しており、現在の住宅と一体的に利

用するには他の農振白地や宅地では代用することができないため、本申請地を選定しています。 

隣接する畑の所有者からの同意は得ています。当地区周辺には集積を進める担い手は存在せず、

申請地を除外することによる営農上の問題はないと思われます。 

整理番号 10 

 地目：畑 面積：634㎡ 

 土地所有者は＊＊＊＊＊、転用事業者は＊＊＊＊＊となります。 

 除外理由は、転用事業者は、実家が老朽化しているため新たに建替えを計画しており、整備す

る必要が生じました。 

土地の選定は、転用事業者の現在の住居が防災マップ上一部レットゾーン区域にはいっており、

また自宅周辺の石積みが崩落の危険性が有るなどの問題があり、建替えは見送る形となりました。

このことで、自己の所有地はなく父親である土地所有者の意向を考慮して、農振白地やその他

の宅地では代用することができないため、本申請地を選定しています。

隣接する畑の所有者からの同意は得ています。申請地は畑であり、農業地の中心部から離れて

いるなど申請地を除外することによる営農上の問題はないと思われます。 
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 整理番号 11 

 地目：田 面積：824㎡ 

 土地所有者は＊＊＊＊＊、転用事業者は＊＊＊＊＊となります。 

 除外理由は、転用事業者は家族も増えて現在居住するアパートが手狭になったため、新たに住

宅を建てて生活する計画で必要が生じました。 

土地の選定は、自己の所有地はなく、また身内では祖母が所有する申請地しかなく、今後は祖

母の所有する土地や建物を継承し管理していくことも考えている。このことで、祖母である土

地所有者の意向を考慮して農振白地やその他の宅地では代用することができないため、本申請

地を選定しています。

隣接する農地（ハウス）の所有者からは同意を得ています。当地区周辺は集積をすすめる担い

手はいますが、申請地は数年前から休耕されており本転用目的が周辺の農地に与えるに影響はな

いと思われます。 

整理番号 12 

 地目：田 面積：903㎡ 

 土地所有者は＊＊＊＊＊、転用事業者は＊＊＊＊＊となります。 

 除外理由は、転用事業者は市外から転居して実家で暮らしていたが、家族が増えて実家が手狭

となったため、新たに住宅を建てて生活する計画で必要が生じました。 

土地の選定は、自己の所有地はなく、また身内では祖母が所有する申請地が自宅にも近いので、

将来親の世話が必要となった時にも最適な場所で、今後は祖母の所有する土地の管理をしていく

ことも考えています。このことで、祖母である土地所有者の意向を考慮して、農振白地やその

他の宅地では代用することができないため、本申請地を選定しています。

隣り合わせにある祖母所有の農地をそれぞれの転用者（孫）が使用を希望しています。隣接所

有者は、転用事業者の祖母であり問題はありません。当地区周辺は集積をすすめる担い手がいま

すが、申請地はエリアの端に位置しており、本転用目的が周辺の農地に与えるに影響はないと思

われます。 

整理番号 13 

 地目：田 面積：1,425 ㎡ 

 土地所有者は＊＊＊＊＊、転用事業者は＊＊＊＊＊となります。 

 除外理由及び土地の選定は、土地所有者自身は現在まで米作りを継続してきましたが、隣接す

る土地の所有者が太陽光発電施設を要望されたことに影響を受け、自身の年齢（75 才）や今後

耕作者がいないなど検討した結果、申請地に太陽光発電施設を設置する考えに至り申請に及んで

います。 

 今回隣接者同士（太陽光要望者）で同意を得ています。当地区周辺は集積をすすめる担い手は
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いますが、申請地はエリアの一番端に位置するなど、申請地を除外することによる営農上の問題

はないと思われます。 

整理番号 14 

 地目：田 面積：752㎡ 

 土地所有者は＊＊＊＊＊、転用事業者は＊＊＊＊＊となります。 

 除外理由及び土地の選定は、土地所有者は 15 年程前から体調を崩し農地の管理が困難となっ

ていました。今後の土地の在り方について検討した結果、太陽光発電を行う理由で選定していま

す。 

 今回隣接者同士（太陽光要望者）で同意を得ています。当地区周辺は集積をすすめる担い手は

いますが、申請地は数年前から休耕されており、申請地を除外することによる営農上の問題はな

いと思われます。 

整理番号 15 

地目：田 面積：370 ㎡ 

地目：田 面積：225 ㎡ 

土地所有者は＊＊＊＊＊、転用事業者は＊＊＊＊＊となります。 

 除外理由は、転用事業者は築 40 年を経過する建物の老朽化と駐車場スペースのない現在の状

況から建替えの必要が生じました。 

 土地の選定は、郵便局ということで、市民の公募で土地を選定することとなり、申請地は市道

に面した土地で来客の駐車場も確保でき車輛の出入りに支障もないことや、地域にとって利便性

を考えると当該申請地が適当であると判断され申請に及んでいます。 

 当地区周辺は集積をすすめる担い手はいますが、申請地を除外することによる営農上の影響は

ないと思われます。 

整理番号 16 

 地目：田 面積：750㎡（分筆予定：台帳面積 1,100 ㎡） 

 土地所有者は＊＊＊＊＊、転用事業者は＊＊＊＊＊となります。 

 除外理由は、転用事業者は下呂市森でアパート住まいをしており、通いで美容室を営んでいま

す。家族が増えるなど住まいが手狭になり住宅を新たに建築する計画に至り必要が生じました。 

土地の選定は、本申請地は美容室に近く、自分の親も近くに居ることから今後、子育てや父母

の介護支援に応じられる環境が必要であり、他の農振白地や宅地では代用することができないた

め、本申請地を選定しています。 

 当地区周辺は集積をすすめる担い手はいますが、申請地を除外することによる営農上の影響は

ないと思われます。 
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整理番号 17 

地目：田 面積 252 ㎡ 

土地所有者は＊＊＊＊＊、転用事業者は＊＊＊＊＊となります。 

 除外理由は、転用事業者は鉄工所を経営し大型車が駐車できる土地を借りていましたが、地主

から返還の申出を受けることとなり、申請地を確保して駐車場として整備する必要が生じました。 

 土地の選定は、自己所有地に大型車両が駐車可能な適当な土地はなく、本申請地が会社店舗か

ら近い場所に位置し他の農振白地では代用することができないため、本申請地を選定しています。 

当地区周辺は担い手が集積を進めていますが、申請地を除外することによる営農上の影響はな

いと思われます。 

整理番号 18 

 地目：田 面積：437㎡ 

 土地所有者は＊＊＊＊＊、転用事業者は＊＊＊＊＊となります。 

 除外理由は、転用事業者は親と同居しているが、老朽化と手狭さから住宅を新たに建築する必

要が生じました。 

 土地の選定は、申請地は同敷地内で両親の住宅に隣接しており、今後は介護支援に応じられる

環境が必要であり、現存の住宅と一体的に利用するには他の農振白地や宅地では代用することが

できないため、本申請地を選定しています。 

 本申請地の周辺には担い手が集積を進めていますが、申請地を除外することによる営農上の影

響はないと思われます。 

整理番号 19 

 地目：田 面積：524㎡ 

 土地所有者は＊＊＊＊＊、転用事業者は＊＊＊＊＊、となります。 

 除外理由は、転用事業者は現在家族で会社の寮住まいをしていますが、父親に障害があるため

同居して早急に住まいを確保する必要があり、実家の老朽化も考慮して今回新築する必要が生じ

ました。 

土地の選定は、実家の建替えも考えましたが借地なので見送っています。自己の所有地はなく、

父親の所有地等検討した結果、申請地以外適した場所がありませんでした。さらに実家には高齢

の祖母が同居しておられ、申請地に新築となれば実家のそばなので、近所関係など精神面でも助

かり、転用者は父親である土地所有者の意向を考慮して、農振白地やその他の宅地では代用

することができないため、本申請地を選定しています。

 当地区周辺には、担い手が集積を進めていますが、農地の形状等を考慮すると効率が悪く、申

請地を除外することによる営農上の問題はないと思われます。 
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整理番号 20 

地目：畑 面積：214 ㎡ 

 土地所有者は＊＊＊＊＊、転用事業者は＊＊＊＊＊となります。 

  除外理由及び土地の選定は、転用事業者は、現住居が手狭なため、住宅を建替えたいと考え

ています。現住居に隣接する土地所有者から土地を取得し自己の所有地と申請地をかけもって、

一体的に利用し建築するもので、他の農振白地や宅地では代用することができないため本申請地

を選定しています。 

 当地区周辺は担い手が集積を進めていますが、申請地を除外することによる営農上の問題はな

いと思われます。 

整理番号 21 

 地目：畑 面積：396㎡ 

地目：畑 面積：89㎡ 

 土地所有者及び転用事業者は＊＊＊＊＊となります。 

 除外理由及び土地の選定については、転用事業者が申請している敷地一帯は、ほぼ自己の所有

地であります。申請地は、草木が繁茂し景観を損なう状況で周辺の環境に影響を及ぼす恐れがあ

り、今回市有地（道路）に沿って位置する申請地を整備して敷地内に花を植えて花壇や花木など

を植栽するなど管理をしていきたいため申請に及んでいます。 

 当地区周辺は担い手が集積を進めていますが、申請地を除外することによる営農上の問題はな

いと思われます。 

整理番号 22 

 目：畑 面積：373 ㎡ 

 土地所有者は＊＊＊＊＊、転用事業者は＊＊＊＊＊となります。 

 除外理由及び土地の選定は、申請地の一帯は殆どが転用事業者の所有地であり、今回申請地を

一体化して利用するため取得し管理していく考えでいます。申請地は以前から耕作されてなく、

草木も繁茂し景観を損なう状況で、この状態で放置しておくことは周辺の環境に影響があるため、

花木などを植栽し石積みを完備しながら庭園として管理することで申請に及んでいます。 

 当地区周辺は担い手が集積を進めていますが、申請地を除外することによる営農上の問題はな

いと思われます。 

整理番号 23 

 地目：畑 面積：208㎡ 

 土地所有者は＊＊＊＊＊、転用事業者は＊＊＊＊＊となります。 

 除外理由及び土地の選定は、土地所有者は高齢等により農地の管理ができず、本申請地が今後
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農地としての利用は見込みがなく、今後の土地の在り方について検討をした結果、太陽光発電を

行う理由で選定しています。また、今回申請者を含め３名の所有者による敷地を一体的に利用し

て太陽光発電施設に整備する計画となっております。 

 当地区周辺は担い手が集積を進めていますが、圃場整備もなされていないため担い手への集積

も難しい状況で、申請地を除外することによる営農上の問題はないと思われます。 

整理番号 24 

 地目：田 面積：495㎡ 

 地目：畑 面積：433㎡ 

 土地所有者は＊＊＊＊＊、転用事業者は＊＊＊＊＊となります。 

 除外理由及び土地の選定は、土地所有者は本申請地が今後農地として利用する見込みがなく、

長年耕作されていないこともあり、今後の土地の在り方について検討をした結果、太陽光発電を

行う理由で選定しています。また、今回申請者を含め３名の所有者による敷地を一体的に利用し

て太陽光発電施設に整備する計画となっております。 

 当地区周辺は担い手が集積を進めていますが、圃場整備もなされていないため担い手への集積

も難しい状況で、申請地を除外することによる営農上の問題はないと思われます。 

整理番号 25 

 地目：畑 面積：433㎡ 

 土地所有者は＊＊＊＊＊、転用事業者は＊＊＊＊＊となります。 

 除外理由及び土地の選定は、土地所有者は高齢等により農地の管理ができず、本申請地が今後

農地としての利用は見込みがなく、今後の土地の在り方について検討をした結果、太陽光発電を

行う理由で選定しています。また、今回申請者を含め３名の所有者による敷地を一体的に利用し

て太陽光発電施設に整備する計画となっております。 

 当地区周辺は担い手が集積を進めていますが、圃場整備もなされていないため担い手への集積

も難しい状況で、申請地を除外することによる営農上の問題はないと思われます。 

整理番号 26 

 地目：畑 面積：320㎡ 

 土地所有者は＊＊＊＊＊、転用事業者は＊＊＊＊＊となります。 

 除外理由は、転用事業者は会社を経営しており工場敷地内に倉庫を増設したことに伴い職員等

の駐車場が狭くなり、駐車場敷地を新たに確保して整備する必要が生じました。 

土地の選定は、適当な土地が自己の所有地になく探していた所、店舗から近い場所に本申請地

見つけ、所有者から譲ってもらえることとなったため申請地を選定しています。 

 当地区には、集積を進める担い手が存在しますが、申請地を除外することによる営農上の問題

はないと思われます。 
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整理番号 27 

 地目：田 面積：874㎡ 

 土地所有者は＊＊＊＊＊、転用事業者は＊＊＊＊＊となります。 

 除外理由は、転用事業者は実家を出て生活していますが、今後実家近くに新築する計画でいる

ため申請がなされたものです。 

 土地の選定は、自己の所有地はなく、父親所有の農地が隣にあることを知り、自宅に近接して

いることで将来は土地の管理や親の世話等に応じられる環境が持てるようにと考えており、転

用者は父親である土地所有者の意向を考慮して、農振白地やその他の宅地では代用すること

ができないため、本申請地を選定しています。

 当地区には、集積を進める担い手が存在しますが、申請地を除外することによる営農上の影響

はないと思われます。 

整理番号 28 

 地目：田 面積：1,093 ㎡ 

 土地所有者及び転用事業者は、＊＊＊＊＊となります。 

 除外理由は、転用事業者の会社では、従業員等の車両を工場の敷地内に止む無く駐車をさせて

いましたが、トラックの出入りや車回しのスペースが狭くなるなど通行に支障をきたしており、

駐車場敷地を確保して整備する必要が生じました。 

土地の選定は、他の自己所有地も検討したが本申請地以外は適した場所が見当たらず、会社店

舗から近い場所にあり、他の農振白地では代用することができないため申請地を選定しています。 

 当地区には、集積を進める担い手が存在しますが、申請地を除外することによる営農上の影響

はないと思われます。 

整理番号 29 

 地目：田 面積：208㎡ 

 土地所有者は＊＊＊＊＊、転用事業者は＊＊＊＊＊となります。 

 除外理由は、転用事業者は家族が増えて現在の実家では手狭なことから新たに新築し生活して

いく考えでいるため、整備する必要が生じました。 

 土地の選定は、実家の敷地と実家横の所有者から一部土地を取得して建築する計画で、今回実

家の敷地と本申請地をかけもって一体的に利用するため、他の農振白地や宅地では代用すること

ができず、また将来親の世話等にも応じられるよう本申請地を選定しています。 

 分筆され残地となる水田（申請地）の所有者との耕作上の問題はありません。また、当地区に

は集積を進める担い手が存在しますが、申請地を除外することによる営農上の影響はないと思わ

れます。 
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整理番号 30 

 地目：畑 面積：660㎡ 

 土地所有者は＊＊＊＊＊、転用事業者は＊＊＊＊＊となります。 

 除外理由は、転用事業者は建築事務所を営んでいます。会社駐車場のスペースが狭くお客様に

長年不便な思いをさせるなど、また事務所も狭く業務の効率化を図りたいため、駐車場の拡張と

事務所を増築するなど整備をする必要が生じました。 

 土地の選定は、自己の所有地には適当な場所がなく、唯一近接している土地所有者から譲って

いただけることとなり、自宅と一体的に利用するには他の農振白地や宅地以外では代用すること

ができないため、本申請地を選定しています。 

 当地区には、集積を進める担い手が存在しますが、申請地を除外することによる営農上の影響

はないと思われます。 

整理番号 31 

 地目：畑 面積：392㎡ 

 土地所有者は＊＊＊＊＊、転用事業者は＊＊＊＊＊となります。 

 除外理由は、転用事業者が居住する実家の家族が増え手狭になったことで、実家に近接する父

親の所有地に新たに新築する計画でいます。新築する周辺の敷地だけでは駐車場等のスペースが

狭いため、本申請地を整備する必要が生じました。 

土地の選定は、新築予定の住宅と駐車場等の敷地を一体的に利用するには他の農振白地や宅地

では代用することができないため、本申請地を選定しています。 

 当地区には、集積を進める担い手が存在しますが、申請地は畑となっており、申請地を除外す

ることによる営農上の影響はないと思われます。 

整理番号 32 

 地目：畑 面積：5.02 ㎡ 

 他３筆ありまして、合計して 451.62 ㎡の除外面積になります。 

 地目：畑 面積：5.60 ㎡、地目：畑 面積：294 ㎡ 

 地目：畑 面積：147㎡ 

 土地所有者は＊＊＊＊＊、転用事業者は＊＊＊＊＊となります。 

 除外理由及び土地の選定は、転用事業者は地域おこし協力隊員として下呂上原へ赴任し、任期

終了後も古民家を借り農家民宿として営業を始め今日に至っています。申請地は以前から畑とし

て耕作されておらず花木で覆われ原野化しつつあるところから、民宿周りの環境保全に加え、テ

ントを張れるキャンプサイトとして利用することで民宿の活用の一助として整備が必要となり

ました。現存の宿と一体的に利用するには他の農振白地や宅地では代用することができないため、

申請に及んでいます。 

 当地区には、集積を進める担い手が存在しますが、申請地を除外することによる営農上の影響
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はないと思われます。 

整理番号 33 

 地目：田 面積：367㎡ 

 土地所有者は＊＊＊＊＊、転用事業者は＊＊＊＊＊となります。 

 除外理由は、転用事業者は三世代同居であり、現在の住居では手狭なことから新たに住宅を建

築して生活する計画で必要が生じました。 

 土地の選定は、本申請地は現在の住宅に近接しており、今後は高齢となる父母の介護支援に応

じられる環境が必要であり、現在の住宅と一体的に利用するには他の農振白地や宅地では代用す

ることができないため、本申請地を選定しています。 

 当地区には、集積を進める担い手が存在しますが、申請地を除外することによる営農上の影響

はないと思われます。 

整理番号 34 

 地目：畑 面積：469㎡ 

 地目：畑 面積：277㎡ 

 土地所有者は＊＊＊＊＊、転用事業者は＊＊＊＊＊となります。除外理由及び土地の選定は、

転用事業者の亡き父が本申請地を長年仕事の傍ら管理をしてきました。申請者は引継いだ家業の

建設会社の運営に忙しく、農地の管理まで手が回らない状態であったため、会社運営として今後

の土地の在り方について検討をした結果、太陽光発電施設を設置することで管理していく計画に

至り申請に及びました。 

 隣接する畑の所有者には、承諾を得ています。当地区には、集積を進める担い手が存在します

が、申請地は畑となっており、申請地を除外することによる営農上の影響はないと思われます。 

整理番号 35 

 地目：畑 面積：337㎡ 

 土地所有者は＊＊＊＊＊、転用事業者は＊＊＊＊＊となります。 

 除外理由は、転用事業者家族は、東京から嫁の実家に転居し新たに家を建てて生活することを

計画しているため、申請地を整備する必要が生じました。 

土地の選定は、実家へ同居するためのリフォームは業者からの指示で断念し、所有者である娘

の父親の土地を検討した結果、本申請地以外に適した場所が他には見当たらず、将来親の介護等

にも応じられる環境整備も考えて、本申請地を選定しています。 

 当地区には、担い手が集積した農地はなく、申請地は畑となっており、申請地を除外すること

による営農上の影響はないと思われます。 


