
第１２回半田市農業委員会総会議事録 

 

令和３年６月２１日午後２時００分下記議案審議のため半田市役所庁議室へ招集した。 

 

議事日程 

第１ 議事録署名委員の指名 

 

第２ 第３６号議案   農地法第３条の規定による許可申請について 

   第３７号議案   農地法第５条の規定による許可申請について 

   第３８号議案   農業経営基盤強化促進法第１８条の規定及び半田市農業経営基盤強化促

進に関する基本的な構想第４の１の（６）－③の規定による農用地利用

集積計画について 

諮問第４号    農業振興地域の整備に関する法律の規定による農用地利用計画の変更に

ついて 

   

報告第１号    農地法第４条第１項第８号の規定による届出について 

報告第２号    農地法第５条第１項第７号の規定による届出について 

 

 

 委員の出欠席 

農業委員 農地利用最適化推進委員 

番  号 氏   名 出欠席 担当区域 氏   名 出欠席 

第１番 堀 崎 一 夫 出席 有脇・亀崎 石 川 丈 夫 欠席 

第２番 小 栗 絵 里 出席 乙川 杉 浦 正 幸 出席 

第３番   和 恒 欠席 半田・岩滑 新 美   智 出席 

第４番 石 川 正  出席 成岩  原 且 己 出席 

第５番 石 川 ルミ子 出席 板山 岩 橋   巌 欠席 

第６番 竹 内 甲 永 出席 

   

第７番 石 川 敏 彦 出席 

第８番 長 尾 興 家 出席 

第９番 藤 野 道 子 出席 

第１０番 澤 田 好 利 出席 

第１１番 市 野 義 久 出席 

 

事務局出席者 

書記 青 木 美 希 書記 藤 井 亮 暢 

 



事務局 

  ただ今から第１２回総会を開会いたします。 

はじめに、会長よりご挨拶をお願いいたします。 

会長 

皆さん、こんにちは。新型コロナウイルスによる緊急事態宣言は解除され、ワクチン接種も

進んでおり、明るい兆しが見えてきたかなと感じています。先日行われた市長選挙により、

新しい方が就任されることとなりました。新市長には、住みやすい街づくりを進めていただ

けたらと思います。 

また、成岩小学校及び板山小学校の児童体験農業が、新型コロナウイルスにより児童が不参

加となりました。板山地区の委員の方、田植えを行っていただきありがとうございました。

それでは、本日も活発な審議をよろしくお願いいたします。 

事務局 

ありがとうございました。それでは、総会に入らせていただきます。本日の出席委員は１１

名中１０名で、定足数に達しておりますので、総会は成立しております。また、推進委員５

名中、３名にご出席いただいております。 

それでは、半田市農業委員会会議規則により、議長は会長が務めることとなっておりますの

で、以降の議事進行は会長にお願いいたします。 

議長 

これより議事に入ります。まず日程第１の議事録署名委員、および、会議書記の指名を行い

ます。半田市農業委員会会議規則第１８条第２項に規定する議事録署名委員ですが、議長か

ら指名させていただくことにご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり） 

本日、議事録署名委員は、４番の石川正委員と５番石川ルミ子委員となります。なお、本

日の会議書記には事務局職員の青木氏と藤井氏を指名いたします。 

以上で日程第１を終わります。 

それでは、日程第２の第３６号議案「農地法第３条の規定による許可申請について」、４件

出ております。番号１の担当委員より調査、報告をお願いします。 

委員 

議案については記載のとおりです。譲渡人は高齢により耕作を続けることが難しくなったた

め、規模拡大をする譲受人に所有権移転するものです。隣接地は譲受人の自己所有地である

ため、効率よく耕作することができます。場所については、担当委員よりお願いします。 

委員 

場所については、議案書の９頁をご覧ください。申請地は、市営墓地の北東にあります。現

在も耕作されており問題ありません。よろしくご審議くださいますようお願いします。 

議長 

１番につきまして、ご質問・ご意見のある方はいらっしゃいますか。 

（質問・意見なし） 

１番につきまして、承認される方の挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

１番を承認・可決いたします。 

続きまして、番号２の担当委員より調査、報告をお願いします。 

委員 

議案については記載のとおりです。譲受人は、畜産業を営んでおり、事業地の近くにて農地



を取得し、耕作する予定です。場所については、議案書の１０頁をご覧ください。申請地は、

譲受人が経営する事業地のすぐ近くです。保全管理されており問題ありません。よろしくご

審議くださいますようお願いします。 

議長 

２番につきまして、ご質問・ご意見のある方はいらっしゃいますか。 

（質問・意見なし） 

２番につきまして、承認される方の挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

２番を承認・可決いたします。 

続きまして、番号３の担当委員より調査、報告をお願いします。 

委員 

議案については記載のとおりです。譲受人は、今回の農地取得により、農家資格となる 3,000

㎡の経営面積を取得します。場所については、議案書の１１頁をご覧ください。申請地は、

神社の南側にあります。現在も耕作しており問題ありません。よろしくご審議くださいます

ようお願いします。 

議長 

３番につきまして、ご質問・ご意見のある方はいらっしゃいますか。 

（質問・意見なし） 

３番につきまして、承認される方の挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

３番を承認・可決いたします。 

続きまして、番号４と第３８号議案の番号１について、譲受人・利用権設定を受ける者が同

一であり、農地法第３条の下限面積の要件を満たす必要があるため、一括審議とします。担

当委員より調査、報告をお願いします。 

委員 

議案については記載のとおりです。譲受人・利用権設定を受ける者は、今回の農地取得によ

り、農家資格となる 3,000 ㎡の経営面積を取得します。第３８号議案の番号１の場所につい

ては、議案書の１４頁をご覧ください。申請地は、小学校の西方向にあります。現在も耕作

されており問題ありません。もう一方の場所については、担当委員よりお願いします。 

委員 

場所については、議案書の９頁をご覧ください。申請地は、市営墓地の西方向にあります。

保全管理されており問題ありません。よろしくご審議くださいますようお願いします。 

議長 

番号４と第３８号議案の番号１につきまして、ご質問・ご意見のある方はいらっしゃいます

か。 

委員 

番号４の農地について、モニターを見ると竹が多く見えますが、耕作に問題ないのでしょう

か。 

事務局 

譲受人・利用権設定を受ける者に、大丈夫と聞いております。なお、主に耕作する者は、譲

受人・利用権設定を受ける者の妻やその妹たちとのことです。 

議長 

他にご質問・ご意見がなければ、番号４と第３８号議案の番号１につきまして、承認される



方の挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

番号４と第３８号議案の番号１を承認・可決いたします。 

続きまして、第３７号議案「農地法第５条の規定による許可申請について」、２件出ており

ます。番号１の担当委員より、調査、報告をお願いします。 

委員 

議案については記載のとおりです。以前の総会でご審議いただいた農用地除外の案件です。

申請内容に問題ありません。場所については、担当委員よりお願いします。 

委員 

場所については、議案書の１２頁をご覧ください。申請地は、公民館の南西にあります。申

請地周辺には住宅等もあり問題ありません。よろしくご審議くださいますようお願いします。 

事務局 

農地区分と許可基準について説明いたします。農地区分の表をご覧ください。 

１２頁を再びご覧ください。地図をご覧いただくと、申請地はインターチェンジから３００

メートル以内に位置しております。そのため、農地区分は、第３種農地と判断しております。

第３種農地は、原則許可できるため、転用することができます。 

議長 

１番につきまして、ご質問・ご意見のある方はいらっしゃいますか。 

（質問・意見なし） 

１番につきまして、承認される方の挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

１番を承認・可決いたします。 

続きまして、番号２の担当委員より調査、報告をお願いします。 

委員 

議案については記載のとおりです。譲受人は経営する鉄鋼業が順調で、資材置場が不足する

ため、新たに設置するものです。場所については、議案書の１３頁をご覧ください。グレー

で塗られている箇所は、現在の事業地です。申請内容に問題ないため、よろしくご審議くだ

さいますようお願いします。 

事務局 

農地区分と許可基準について説明いたします。農地区分の表をご覧ください。 

１３頁を再びご覧ください。申請地の周辺は農地や工場、駐車場等が混在しており、市街化

区域に近接しているため第２種農地と判断しています。第３種農地という考えもありますが、

今回の申請地は第３種農地の条件に当てはまらないため、第２種農地と判断しました。許可

基準は、申出地周辺に第３種農地等の代替地が見つからなかったため、許可できるというこ

とになります。よろしくご審議くださいますようお願いします。 

議長 

２番につきまして、ご質問・ご意見のある方はいらっしゃいますか。 

（質問・意見なし） 

２番につきまして、承認される方の挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

２番を承認・可決いたします。 

続きまして、諮問第４号「農業振興地域の整備に関する法律の規定による農用地利用計画の

変更について」、７件出ております。番号１の担当委員より調査、報告をお願いします。 



委員 

議案については、記載のとおりです。申出人は、駐車場の設置を計画していますが、今回が

３回目の転用となります。現在不足している駐車場を少しでも解消するために計画している

とのことです。場所については、担当委員よりお願いします。 

委員 

場所については、議案書の１５頁をご覧ください。申出地は、インターチェンジの南方向に

あります。申出内容に問題ありませんので、よろしくご審議くださいますようお願いします。 

事務局 

除外の要件について説明いたします。お手元の農用地区域除外の要件をご覧ください。第１

号から第５号までの５つの要件を順に説明いたします。 

第１号は、今回、駐車場設置という具体的な転用計画があるので、満たしております。第２

号は、農用地区域の周辺部であるかどうかを確認する必要があります。今回の申出地を除外

したとしても、周辺の地形的な連続性は確保できるので、要件を満たしております。第３号

は、担い手である認定農業者や、規模拡大の利用者が現に集積している土地ではないかとい

うことですが、申出地は、特に担い手が集積しているところではないため問題はありません。

第４号は、土地改良施設の機能に支障がないことです。除外前と同様の機能が確保されるこ

とということですが、これは愛知用水に意見を求めて、問題はないということを確認してい

るため、要件を満たしております。第５号は、農業生産基盤事業の工事をして、８年経過し

た土地であることです。半田市は愛知用水の第２期事業が平成１７年に完了しており、８年

経過しているため、要件を満たしております。 

よって、除外の５要件全て満たしておりますので、除外については、見込みがあるというこ

とになります。 

続きまして、転用見込みについてです。議案書１５頁と先程の農地区分表をご覧ください。

今回の申出地の北側にはインターチェンジがあり、その距離は３００メートル以内であるた

め、農地区分は、第３種農地と判断しております。第３種農地は、原則許可できるため、転

用することができます。 

議長 

１番につきまして、ご質問・ご意見のある方はいらっしゃいますか。 

（質問・意見なし） 

１番につきまして、承認される方の挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

１番を承認・可決いたします。 

続きまして、番号２の担当委員より調査、報告をお願いします。 

委員 

議案については、記載のとおりです。申出地は、畜舎として使われていた場所です。申出者

は、現在経営する事業を規模拡大するために、建設重機等の置場を設置するものです。場所

については、担当委員よりお願いします。 

委員 

場所については、議案書の１４頁をご覧ください。申出地は、福祉施設の南方向にあります。

申出内容に問題ありませんので、よろしくご審議くださいますようお願いします。 

事務局 

補足説明いたします。今回の申出地は、農業用施設用地に用途変更をされている場所であり、

地目は農地でないため転用の必要はありませんが、農用地区域からの除外は必要となります。



現在残されている畜舎等の設備は、申出人が撤去するとのことです。 

引き続き、除外の要件について説明いたします。お手元の農用地区域除外の要件をご覧くだ

さい。第１号から第５号までの５つの要件を順に説明いたします。 

第１号は、今回、建設重機等置場の設置という具体的な転用計画があるので、満たしており

ます。第２号は、農用地区域の周辺部であるかどうかを確認する必要があります。今回の申

出地を除外したとしても、周辺の地形的な連続性は確保できるので、要件を満たしておりま

す。第３号は、担い手である認定農業者や、規模拡大の利用者が現に集積している土地では

ないかということですが、申出地は、特に担い手が集積しているところではないため問題は

ありません。第４号は、土地改良施設の機能に支障がないことです。除外前と同様の機能が

確保されることということですが、これは愛知用水に意見を求めて、問題はないということ

を確認しているため、要件を満たしております。第５号は、農業生産基盤事業の工事をして、

８年経過した土地であることです。今回の申出地は、農業生産基盤事業の実施がないため問

題ありません。 

よって、除外の５要件全て満たしておりますので、除外については、見込みがあるというこ

とになります。 

議長 

２番につきまして、ご質問・ご意見のある方はいらっしゃいますか。 

委員 

宅地地目になっていますが、建物を建てることができるのですか。 

事務局 

地目に農地がないため、農地法の規制は受けません。しかし、都市計画法等の他法令の確認

は必要です。 

委員 

売買契約が締結されているが、問題ないのですか。 

事務局 

民間の契約なので、問題ありません。ただし、農用地であるために、除外の手続きが提出さ

れました。 

推進委員 

農用地の除外ということは、愛知県の同意が必要になりますか。 

事務局 

そのとおりです。 

推進委員 

農用地の除外について、総会でよく審議をしていますが、編入することはできるのでしょう

か。 

事務局 

編入することはできます。半田市では、令和３年度及び４年度にて、農業振興地域整備計画

の全体見直しを行いますで、編入すべき農地があれば、対応していくことになります。 

議長 

他にご質問・ご意見がなければ、番号２につきまして、承認される方の挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

２番を承認・可決いたします。 

続きまして、番号３は事務局より調査、報告をお願いします。 

事務局 



議案については記載のとおりです。申出人は、申出地の隣で飲食店舗のオーナーをしていま

す。その店舗は混雑していることが多く、現在ある駐車場は不足状況にあるため、増設する

ものです。場所については、議案書の１６頁をご覧ください。申出地は、小学校の西方向に

あります。申出内容に問題ありませんので、よろしくご審議くださいますようお願いします。 

事務局 

除外の要件について説明いたします。お手元の農用地区域除外の要件をご覧ください。第１

号から第５号までの５つの要件を順に説明いたします。 

第１号は、今回、駐車場設置という具体的な転用計画があるので、満たしております。第２

号は、農用地区域の周辺部であるかどうかを確認する必要があります。今回の申出地を除外

したとしても、周辺の地形的な連続性は確保できるので、要件を満たしております。第３号

は、担い手である認定農業者や、規模拡大の利用者が現に集積している土地ではないかとい

うことですが、申出地は、特に担い手が集積しているところではないため問題はありません。

第４号は、土地改良施設の機能に支障がないことです。除外前と同様の機能が確保されるこ

とということですが、これは愛知用水に意見を求めて、問題はないということを確認してい

るため、要件を満たしております。第５号は、農業生産基盤事業の工事をして、８年経過し

た土地であることです。半田市は愛知用水の第２期事業が平成１７年に完了しており、８年

経過しているため、要件を満たしております。 

よって、除外の５要件全て満たしておりますので、除外については、見込みがあるというこ

とになります。 

続きまして、転用見込みについてです。議案書１６頁と先程の農地区分表をご覧ください。

今回の申出地の南側には住宅等が広がっています。西側には農地が広がっており、１０ｈａ

以上の農地が連なっています。農地区分としては第１種農地のおおむね１０ｈａ以上の一団

の農地の区域内にある農地ということで、区分の要件はイ－（ア）－ａに該当いたします。 

許可基準につきまして裏面をご覧ください。第１種農地の転用につきましては原則不許可と

されておりますが、条件が合えば、許可は見込めます。今回該当する要件はイ－（イ）－ｃ

－（ｅ）です。これは、住宅その他申請地周辺居住者の日常生活上・業務上必要な施設で集

落に接続して設置されるものとあります。今回は、申出人の経営する店舗用の駐車場で、住

宅街にも接続されておりますので、問題ないと判断しております。 

議長 

３番につきまして、ご質問・ご意見のある方はいらっしゃいますか。 

（質問・意見なし） 

３番につきまして、承認される方の挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

３番を承認・可決いたします。 

続きまして、番号４と番号５について、申出人が同一のため、一括審議とします。番号４と

番号５は事務局及び担当委員より調査、報告をお願いします。 

事務局 

議案については記載のとおりです。申出人は、平成２６年より中古自動車の販売業をしてい

ます。事業地は友人から借りていましたが、返却を求められたため、新たな置場を探してい

ました。 

また、中古自動車は盗難被害が発生しやすいため、防犯のため隣に住宅を建築し、現在手狭

となっている県営住宅から引っ越して来る計画です。住宅を建築する土地は、線引き前から

宅地地目であり、市街化調整区域ですが、住宅を建てることができる場所です。場所につい



ては、議案書の１７頁をご覧ください。申出地は、神社の東方向にあります。申出内容に問

題ありませんので、よろしくご審議くださいますようお願いします。 

事務局 

除外の要件について説明いたします。お手元の農用地区域除外の要件をご覧ください。第１

号から第５号までの５つの要件を順に説明いたします。 

第１号は、今回、自己用住宅建築及び中古自動車置場という具体的な転用計画があるので、

満たしております。第２号は、農用地区域の周辺部であるかどうかを確認する必要がありま

す。今回の申出地を除外したとしても、周辺の地形的な連続性は確保できるので、要件を満

たしております。第３号は、担い手である認定農業者や、規模拡大の利用者が現に集積して

いる土地ではないかということですが、申出地は、特に担い手が集積しているところではな

いため問題はありません。第４号は、土地改良施設の機能に支障がないことです。除外前と

同様の機能が確保されることということですが、これは愛知用水に意見を求めて、問題はな

いということを確認しているため、要件を満たしております。第５号は、農業生産基盤事業

の工事をして、８年経過した土地であることです。半田市は愛知用水の第２期事業が平成１

７年に完了しており、８年経過しているため、要件を満たしております。 

よって、除外の５要件全て満たしておりますので、除外については、見込みがあるというこ

とになります。 

続きまして、転用見込みについてです。議案書１７頁と先程の農地区分表をご覧ください。

今回の申出地は、東側に農地の広がりはありますが、荒れ地や宅地があり大きな広がりには

なっていません。同様に、北側及び西側へも農地の大きな広がりはなく、１０ｈａ未満の一

団の農地であるといえます。 

また、申出地の南側には住宅街が広がっており、市街化区域に近接しているため第２種農地

と判断しています。許可基準は、申出地周辺に第３種農地等の代替地が見つからなかったた

め、許可できるということになります。 

議長 

４番と５番につきまして、ご質問・ご意見のある方はいらっしゃいますか。 

（質問・意見なし） 

４番と５番につきまして、承認される方の挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

４番と５番を承認・可決いたします。 

続きまして、番号６の担当委員より調査、報告をお願いします。 

委員 

議案については記載のとおりです。申出者は、現在行っている事業の規模拡大を行っていま

す。それに伴い減少した駐車場を新設するものです。場所については、担当委員よりお願い

します。 

委員 

場所については、議案書の１８頁をご覧ください。申出地は、申出人が経営する事業地の南

西方向にあります。申出内容に問題ありませんので、よろしくご審議くださいますようお願

いします。 

事務局 

除外の要件について説明いたします。お手元の農用地区域除外の要件をご覧ください。第１

号から第５号までの５つの要件を順に説明いたします。 

第１号は、今回、駐車場設置という具体的な転用計画があるので、満たしております。第２



号は、農用地区域の周辺部であるかどうかを確認する必要があります。今回の申出地を除外

したとしても、周辺の地形的な連続性は確保できるので、要件を満たしております。第３号

は、担い手である認定農業者や、規模拡大の利用者が現に集積している土地ではないかとい

うことですが、申出地は、特に担い手が集積しているところではないため問題はありません。

第４号は、土地改良施設の機能に支障がないことです。除外前と同様の機能が確保されるこ

とということですが、これは愛知用水に意見を求めて、問題はないということを確認してい

るため、要件を満たしております。第５号は、農業生産基盤事業の工事をして、８年経過し

た土地であることです。半田市は愛知用水の第２期事業が平成１７年に完了しており、８年

経過しているため、要件を満たしております。 

よって、除外の５要件全て満たしておりますので、除外については、見込みがあるというこ

とになります。 

続きまして、転用見込みについてです。議案書１８頁と先程の農地区分表をご覧ください。

今回の申出地の西側には住宅が広がっています。北側、東側及び南側には農地が広がってお

り、１０ｈａ以上の農地が連なっています。農地区分としては第１種農地のおおむね１０ｈ

ａ以上の一団の農地の区域内にある農地ということで、区分の要件はイ－（ア）－ａに該当

いたします。 

許可基準につきまして裏面をご覧ください。第１種農地の転用につきましては原則不許可と

されておりますが、条件が合えば、許可は見込めます。今回該当する要件はイ－（イ）－ｃ

－（ｅ）です。これは、住宅その他申請地周辺居住者の日常生活上・業務上必要な施設で集

落に接続して設置されるものとあります。今回は、事業者が使用する駐車場で、住宅街にも

接続されておりますので、問題ないと判断しております。 

議長 

６番につきまして、ご質問・ご意見のある方はいらっしゃいますか。 

（質問・意見なし） 

６番につきまして、承認される方の挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

６番を承認・可決いたします。 

続きまして、用途区分変更の番号１について、担当委員より調査、報告をお願いします。 

委員 

議案については記載のとおりです。申出者は、現在経営している畜舎の隣接地に、新たに畜

舎を増設し規模拡大するものです。場所については、担当委員よりお願いします。 

委員 

場所については、議案書の１０頁をご覧ください。申出地は、福祉施設の西方向にあります。

申出内容に問題ありませんので、よろしくご審議くださいますようお願いします。 

議長 

１番につきまして、ご質問・ご意見のある方はいらっしゃいますか。 

（質問・意見なし） 

１番につきまして、承認される方の挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

１番を承認・可決いたします。 

審議案件は以上となります。 

議長 

続きまして、報告に移らせていただきます。報告第１号「農地法第４条第１項第８号の規定



による届出」１９頁の３件、報告第２号「農地法第５条第１項第７号の規定による届出」２

０頁から２２頁の１５件がありました。添付書類も含め完備しておりましたので、専決によ

り書類を受理しました。 

報告第１号、第２号について、何かご質問ご意見等はございませんか。 

（異議なしの声多数あり） 

これで第１２回半田市農業委員会総会を閉会します。 

（午後３時１０分） 

 


