
第１５回半田市農業委員会総会議事録 

 

令和３年９月２１日午後２時００分下記議案審議のため半田市役所多目的ルームへ招集した。 

 

議事日程 

第１ 議事録署名委員の指名 

 

第２ 第４５号議案   農地法第５条の規定による許可申請について 

    第４６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５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 

報告第３号    農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 

 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 欠席 有脇・亀崎 石 川 丈 夫 出席 

第２番 小 栗 絵 里 出席 乙川 杉 浦 正 幸 欠席 

第３番   和 恒 出席 半田・岩滑 新 美   智 欠席 

第４番 石 川 正  出席 成岩  原 且 己 欠席 

第５番 石 川 ルミ子 欠席 板山 岩 橋   巌 欠席 

第６番 竹 内 甲 永 欠席 

   

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 欠席 

第１０番 澤 田 好 利 出席 

第１１番 市 野 義 久 出席 

事務局出席者 

事務局⾧ 河 合 信 二  

書記 青 木 美 希 書記 藤 井 亮 暢 



事務局 

  ただ今から第１５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。本日の総会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催規模を縮小して行いま

す。緊急事態宣言が発令されていますので、引き続き新型コロナウイルスへの対策をお願いいたします。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７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１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、１０番の澤田好利委員と１１番市野義久委員となります。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４５号議案「農地法第５条の規定による許可申請について」、５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、現在行っている

事業の規模拡大になります。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１１頁をご覧ください。申請地は譲受人が経営する事業地の南西方向にあり

ます。申請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 

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。 

１１頁を再びご覧ください。申請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

可基準は、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 

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。 

事務局 

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。場所について

は、議案書の１２頁をご覧ください。申請地は小学校の西方向にあります。申請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 

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。申請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、１

０ｈａ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。許可基準は、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、譲受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 

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、現在申請地を現場事務所及び駐車場に一時転用し、施設

建設のために使用しています。施設完成後に、隣地に植物工場を建設するため、申請地の転用期間を延

⾧する申請となります。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１３頁をご覧ください。申請地は高速道路の西側にあります。現在の使用方

法と同じであり、問題ないかと思います。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。この案件は、施設建設後、隣地に植物工場を建設するために使用する一時転用で

す。植物工場が完成すると、施設から発生する熱を利用し、ハウスを温め、野菜の栽培に活用される予定

です。今回の一時転用が完了すると、畑に復元される計画となっています。 

引き続き、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。申請地は半田農業振興地域整備計画に定められている農用地区域内農地

に当てはまります。区分の要件はア－（ア）に該当します。許可基準は、農用地区域内農地の転用につ

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ア－

（イ）－ｃです。今回の転用は農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼす恐れがないと判断される

一時転用であるため、問題ないと判断しております。よろしくご審議くださいますようお願いします。 

議⾧ 

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は譲受人が同一であるため、一括審議とします。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。譲受人はＭ＆Ａにて事業買収をし、事業拡大のためバーベキュー場を

整備する計画です。設置場所にはビニールハウスがありますが、撤去されます。また、駐車場については、前

事業者が平成２９年に整備していましたが、農地転用許可申請がされていませんでした。今回の事業買

収に伴い、土地の所有権移転を行おうとしたところ、農地のままであったため、新事業者の名前で申請書が

提出されました。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。申請地はインターチェンジの東側です。現在は耕作され

ているようには見えず、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。 

１４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 



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、第４６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」、２

件出ております。全て相対の利用権設定です。番号１について、事務局及び担当委員は調査、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。ここで、２７頁の報告第３号をご覧ください。報告第３号は合意解約

に関するものです。合意解約される筆は、以前総会で利用権設定の審議をしていただきましたが、申請者

の錯誤で筆を誤っておりました。今回は、実態に合った利用権設定をするため、合意解約及び新たな利用

権設定が行われます。 

なお、利用権の設定を受ける者は、農業経営を精力的に行われており、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１５頁をご覧ください。申請地は牛舎の南側にあります。現在耕作されており

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。利用権の設定を受ける者は新規就農者です。ハーブを栽培し、粉末に

したものをインターネットで販売する計画です。賃借料が比較的高額ですが、貸し手と借り手で合意しており

ます。賃料が高くなった理由は、元々申請地は樹木が生い茂っており、誰かに耕作してもらうため所有者が

抜根しました。その費用がかかっているため、賃借料に反映されています。この新規就農者は、現在会社員

ですが、農業経営が安定するまで兼業農家としてやっていきます。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１６頁をご覧ください。申請地はイチゴ農園の北側にあります。生い茂っていた



樹木は抜根されおり、問題ないかと思います。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。 

委員 

この新規就農者に対して、国等の補助金の交付はありますか。 

事務局 

この方への補助金の交付金はありません。国の補助金は、新規就農者に対して１５０万円の交付があり

ますが、５０歳までに認定新規就農者として認められる必要があります。認定新規就農者になるには、こ

れから５年間の経営計画を立て、認められる必要があります。今回の新規就農者は４９歳ですが、今ま

で農業経験がなく、経営計画が立てられません。そのため、愛知県とも協議をしましたが、認定新規就農者

には該当しないと確認しております。 

また、この補助金の制度は令和４年度から変更される見込みですので、情報が入りましたらお知らせいたし

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、諮問第５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」、９件出ております。番号１と番号２は関連事業のため一括審議とします。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。番号１と番号２は、土地収用法第３条に該当する事業となります。

モニターに表示されているとおり、この施設建築により、南側の市道が南北に拡幅されます。行政手続きにつ

いては、お配りしている資料のとおりです。今回の施設建築において、半田市の場合は愛知県知事の認定

が必要です。半田市の担当部局は、愛知県の都市計画部局申請し、都市計画決定を受けております。こ

の都市計画決定が行われたことにより、土地収用法の事業認可とみなされ、土地収用法を当てはめて手

続きが行われています。 

今回は、事業計画地が農用地であったため、除外の申出が行われました。通常の除外であれば、愛知県

の同意が必要ですが、土地収用法該当事業であるため、農業振興地域の整備に関する法律第１９条に

より第５章は適用されません。また、同法施行令第１０条第１項第３号により、軽微な変更で行うため、

愛知県の同意は必要ありません。 

なお、農地法施行規則第２９条第６号により、土地収用法第３条各号に掲げるものであれば、転用の

制限の例外となりますが、番号１は、農地法施行規則第２５条第３号に当てはまるもののため、転用の

許可申請が必要となります。 

今後の計画については、令和４年度に土地造成、令和５年度から令和６年度に建築、令和７年度に



事業開始となっております。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１７頁をご覧ください。申出地は市場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。 

議⾧ 

１番と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） 

１番と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） 

１番と２番を承認・可決いたします。 

続きまして、番号３について、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、建築関係業を行う法人です。現在利用している資材置場

が手狭のため新設するものです。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。申出地は市場の東方向にあります。現在は耕作されて

おらず問題ありません。よろしくご審議くださいますようお願いします。 

事務局 

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、資材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

は、北側及び東側に農地の広がりはありますが、荒れ地や急な斜面があり大きな広がりにはなっていません。

南側及び西側へも荒れ地や駐車場があり農地の広がりはなく、１０ｈａ未満の一団の農地であるといえ

ます。 

また、申出地周辺には住宅街もないため、いずれにも該当しない第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 

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。 

委員 

近くに愛知用水の施設があると思いますが、何か影響はありませんか。 

事務局 

現在、愛知用水に諮問しています。何か影響が生じるようでしたら、申出人に伝えることとなります。 

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） 

３番を承認・可決いたします。 

続きまして、番号４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。現在の住居が手狭となってきたため、祖父の所有農地に住宅建築す

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。申出地は動物病院の西方向にあります。現在は耕作さ

れておらず問題ありません。よろしくご審議くださいますようお願いします。 

事務局 

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、分家住宅建築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

の北側には住宅が広がっています。南側及び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、申出人の住宅で、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 

４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番を承認・可決いたします。 

続きまして、番号５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。現在利用している資材置場を返却するよう所有者より求められたため、

移転するものです。場所については、議案書の１９頁をご覧ください。申出地は病院の南西方向にありま

す。現在は耕作されておらず問題ありません。よろしくご審議くださいますようお願いします。 

事務局 

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、資材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。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。 

続きまして、転用見込みについてです。議案書１９頁と先程の農地区分表をご覧ください。今回の申出地

は、西側に農地の広がりはありますが、荒れ地があり大きな広がりにはなっていません。南側及び東側には資

材置場や住宅街があり農地の広がりはないため、１０ｈａ未満の一団の農地であり、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 

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） 



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） 

５番を承認・可決いたします。 

続きまして、番号６は事務局より調査、報告をお願いします。 

なお、番号６は、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参与の制限に該当する委員がいますので、

一時退出をお願いします。 

（委員退出） 

事務局 

議案については、記載のとおりです。現在の住居が手狭となるため、父の所有農地に住宅建築するもので

す。場所については、議案書の２０頁をご覧ください。申出地は神社の東方向にあります。 

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、分家住宅建築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２０頁と先程の農地区分表をご覧ください。今回の申出地

は、西側及び北側、南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く、１０ｈ

ａ未満の一団の農地であるといえます。 

また、申出地の南東方向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 

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。それでは、委員に戻っていただきます。 

（委員入室） 



続きまして、番号７の担当委員及び推進より調査、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。所有者より市へ農地が寄付され公園を設置するものです。場所につい

ては、議案書の２１頁をご覧ください。申出地は小学校の西方向です。耕作されていない農地が多く問題

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。 

推進委員 

補足説明足いたします。こちらの事業は、所有者より土地が寄付され公園が整備されますが、半田市とし

て初めての事業です。市側と地元で協議をしている中で、土地の寄付があれば事業を進めることができるこ

ととなりました。令和４年度に完成予定で、間もなく工事着工予定です。事業を進めていく中で土地の寄

付者は増えました。周辺には学校などがあり、生活の核となる見込みです。 

事務局 

補足説明いたします。こちらの案件は、番号１及び番号２と同様、土地収用法第３条に該当する事業と

なります。通常の除外であれば、愛知県の同意が必要ですが、土地収用法該当事業であるため、農業振

興地域の整備に関する法律第１９条により第５章は適用されません。そして、同法施行令第１０条第

１項第３号により、軽微な変更で行うため、愛知県の同意は必要ありません。 

また、農地法施行規則第２９条第６号により、転用の制限の例外となり、転用許可申請は不要です。 

議⾧ 

７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） 

７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） 

７番を承認・可決いたします。 

続きまして、番号８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。現在の住居が手狭となってきたため、祖母の所有農地に住宅建築す

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１１頁をご覧ください。申出地は病院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、分家住宅建築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１１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。南側及び東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、申出人の住宅で、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 

８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） 

８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） 

８番を承認・可決いたします。 

続きまして、番号９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。申出人は中古車販売業を行う法人で、事業拡大に伴い駐車場を新

設するものです。場所については、議案書の２２頁をご覧ください。申出地は県道沿いにあります。現在は

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

事務局 

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２２頁と先程の農地区分表をご覧ください。今回の申出地

の北側には住宅が広がっています。南側及び東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、近隣で事業を行う者の駐車場で、集落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 

９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） 

９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） 

９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」

２３頁の５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」２４頁から２６頁の１

３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３号

「農地法第１８条第６項の規定による通知について」は先程の説明のとおりです。 

報告第１号及び第２号、第３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１５回半田市農業委員会総会を閉会します。 

（午後３時４５分） 

 

 

 


