
第２回半田市農業委員会総会議事録 

 

令和２年８月２０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５号議案    農地法第３条の規定による許可申請について 

   第６号議案    農地法第５条の規定による許可申請について 

 第７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 

  

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 出席 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 出席 

第３番   和 恒 出席 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 出席 

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 

事務局長 出 口 久 浩  

書記 青 木 美 希 主事 花 田 麻紀子 

書記 藤 井 亮 暢 



事務局長 

  ただ今から第２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。先月の第１回総会でもあいさつしましたが、これから３年間よろしく

お願いします。新任委員の方も、継続される委員の方も、活発な審議ができればと思ってい

ます。 

農業委員会の仕事は、総会での審議だけではなく、課題となっている耕作放棄地への対策も

重要なものです。委員の皆様には、日頃から市内の農地に目を向けていただけたらと思いま

す。耕作放棄地は数値で表すことができるものなので、放棄地が増えないよう頑張っていき

ましょう。 

それでは、本日も慎重審議よろしくお願いいたします。 

事務局長 

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１１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、５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、３番の 和恒委員と４番石川正委員となります。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５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。こちらの案件は、譲渡人が高齢になったことに伴い、息

子に農地を引き継ぐものです。今後は、息子が妻と主体的に農業に取り組んでいくとのこと

です。書類内容に相違はなく問題ありません。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８頁をご覧ください。申請地を確認しましたが、問題ありません

でした。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。議案書の８頁をご覧ください。申請地は、パン屋の前を通る道を挟ん

で向かい側にあります。耕作はされておりませんが、モニターのとおり保全管理は行われて

おり問題ありませんでした。 

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。譲受人が申請地に隣接する農地を所有しており、すでに

耕作している農地を所有権移転するものです。書類内容に相違はなく問題ありません。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９頁をご覧ください。三郷池の横にある太い道は、南東へ進むと

半田特別支援学校、北西へ進むと常滑市久米へと続いています。その道から三郷池の南の道

を西へ３００～４００ｍ進むと申請地が右側に見えます。モニターのとおり周辺は作付けさ

れた農地が広がっており、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。すでに譲受人が耕作している農地を所有権移転するもの

です。 

場所については、議案書の１０頁をご覧ください。板山神社の東方向にあります。周囲は住

宅が多いですが、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 

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。譲受人は自動車販売や不動産管理、太陽光エネルギー事

業等を行う会社を経営しております。近年は特に太陽光エネルギー事業に力を入れています。

今回は、個人名義での農地取得ですが、既に半田市山代町に農地を１筆所有しており、農地

は適切に耕作されていることを確認しております。 

また、農地を美浜町に１ｈａ、武豊町に２０ａ所有しており、オリーブ畑を中心に栽培され

ています。他に、常滑市でも２０ａを造成中で、耕作放棄地はありません。 

今回の申請地においてもオリーブを栽培される予定で、本人と妻、息子に加え経営する会社

の社員が携わるとのことです。 

なお、本人は年間１５０日、妻と息子は６０日程度従事する予定です。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。申請地は既に開発されており、風が吹く

と砂埃が巻き上がっておりました。周辺には住宅がありますので、影響がないか心配になり

ました。今後も気にかけておく必要があると思いますが、所有権移転に問題があるものでは

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 

補足説明いたします。申請地の開発が始まった今年の１月頃から、市へいろいろな問い合わ

せがありました。状況を確認すると、造成に伴う届出が一切提出されていないことが判明し

ました。そこで、今回の譲受人、行政書士、関係課で話し合いを行いました。 

話を聞くと、測量のために伐採を行っているとのことで、それに必要な届出を説明し、提出

を求めました。提出されたものの中に、伐採届がありますが、記載されている作業期間は令

和２年８月末となっています。 

その後、オリーブ畑を準備するため、農地改良届を提出される見込みです。栽培するオリー

ブは、小豆島から購入する予定とのことで、３月頃より植えはじめ、６年ほどかけ育ててい

くとのことです。オリーブの実を収穫できるのが７～８年先になるので、実の加工方法はそ

の時の世の中のニーズに合った方法を採用される予定です。 

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。 

委員 

申請地南西側は、譲渡人②のビニールハウスですか。 

事務局 

そのとおりです。 

議長 

申請地は既に開発中とのことですが、農地法第３条の許可が下りる前に行って問題ないので

すか。 

事務局 

本来は、農地法第３条の許可が下りてから所有権移転を行い、開発をしてもらうのが望まし

いです。そのため、現状行われている伐採等の届出は、現在の所有者名で提出されました。 

委員 

愛知用水への対応はどうなっていますか。 

事務局 

愛知用水へは協議済みで、問題ありません。 

議長 

他にご質問・ご意見がなければ、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、第６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の担当委員は、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。分家住宅の申請で、親から娘への使用貸借権の設定です。

農地法第５条の許可が下り次第、早急に建築を始めるそうです。 

場所については、議案書の１２頁をご覧ください。鴉根稲荷神社の北方向にあります。申請

地は草が生い茂っている状況ですが、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。お手元の農地区分の表をご覧ください。 

今回の農地区分は第２種農地と判断しております。地図１２頁を再びご覧ください。申請地

は、南知多道路の西側にあり、申請地の南側には住宅が広がっています。農地が連なってい

る部分は、申請地から西側の竹林までで、その連なりは２．５ｈａ程です。よって、第２種

農地の要件、オ－（ア）－ｂに該当します。 

続きまして、許可基準について説明します。第２種農地は、周辺の第３種農地等を利用する

ことで転用事業の目的を達成できるものを除き、許可できるとあり、オ－（イ）に該当しま

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。 

事務局 

議案については記載のとおりです。譲受人は、平成２２年に資本金１００万円で設立され、

建築土木事業や太陽光エネルギー事業を行う会社です。太陽光発電は１５か所ほど手掛けて

います。 

申請地は住宅に囲まれているため、事前に１軒ずつ事業説明のため訪問しています。大多数

は賛同いただけたとのことですが、２件反対意見があったそうです。反対の理由は、台風の

強風によりパネルが飛んできた場合の補償内容等でした。 

太陽光パネルについては、支柱を２ｍの深さまで埋め込み、風速３４ｍ/秒でも耐える構造で

あるため、飛ばされる可能性は低いとのことでした。また、補償内容については、保険に加

入しており法律の範囲内できちんと対応するとのことでした。 

農地の状況は、写真のとおり草が生い茂っているため、太陽光パネルが設置されることによ

り草刈りが行われ、防犯上にもありがたいとの声が挙がっております。 

パネルの設置に伴い、申請地周囲には１．２メートルの高さのフェンスを設置し、東側の道

路沿いに注意喚起の標識を立てることとしています。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。番号１の東方向にあります。申請地は耕

作放棄地となっていますが、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。お手元の農地区分の表をご覧ください。 

今回の農地区分は第２種農地と判断しております。地図１３頁を再びご覧ください。申請地

は、南知多道路の右側にあり、申請地の東側及び南側には住宅が広がっています。農地が連

なっている部分は、申請地から農地の分断要因である南知多道路までで、その連なりは２．

６ｈａ程です。よって、第２種農地の要件、オ－（ア）－ｂに該当します。 

続きまして、許可基準について説明します。第２種農地は、周辺の第３種農地等を利用する



ことで転用事業の目的を達成できるものを除き、許可できるとあり、オ－（イ）に該当しま

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 

進入路が狭いですが、太陽光パネルの設置にあたり問題はないのですか。 

事務局 

進入路は狭いので、太陽光パネル設置時は申請地西側にある住宅横の開けた土地を利用され

るとのことです。進入路は、今後のメンテナンス時に利用される見込みです。 

議長 

他にご質問・ご意見がなければ、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、第７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」、９件出ております。その内１件は相対の利用権設定、残りの８件は農地中間管理事

業に関するものです。相対の利用権設定の番号１の担当委員は、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。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、規模を拡大するものです。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１４頁をご覧ください。申請地付近は、土地所有者が自ら耕作さ

れず、他の人に口約束で耕作依頼されている筆が多い地域です。申請地は既に作付けされて

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、農地中間管理事業に関するものを審議します。土地が同一であるものは一括審

議を行います。それでは、番号１と番号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。利用権の設定を受ける者は、１０年前に農業法人に就職

され、約７年間農業に携わられていました。その間に、水稲栽培や野菜栽培の技術を習得さ

れています。 

そして、約３年前に独立され、現在は他２名と一緒に活動され、半田市や阿久比町で水稲や

キャベツ栽培をされています。年齢は３０歳と若く問題ありません。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。宝来ひろばの北方向にあります。写真の

とおり作付けされており、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と番号４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。利用権の設定を受ける者は、約６年間農協に勤められて

いました。また、専門学校でも技術を学ばれていたとのことです。農地を借り、小松菜や人

参、生姜を作る予定とのことでした。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１５頁をご覧ください。宝来ひろばの北方向にあります。写真の

とおり草刈りが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 

３番と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） 

３番と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） 

３番と４番を承認・可決いたします。 

続きまして、番号５と番号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。利用権の設定を受ける者は、番号３と番号４と同じ人で

すので、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１６頁をご覧ください。折戸池の西方向にあります。写真のとお

り畝作りがされており、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 

５番と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） 

５番と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） 

５番と６番を承認・可決いたします。 

続きまして、番号７と番号８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。利用権の設定を受ける者は、こちらも番号３と番号４と

同じ人ですので、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１６頁をご覧ください。こちらも折戸池の西方向にあります。写

真のとおり草が伸びていますが今後草刈りされる予定とのことなので、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 

愛知用水は９月までの利用だったと思いますが、作付けに影響はありませんか。 

事務局 



人参を作る予定とのことで、多くの水が必要になるわけではなさそうです。愛知用水が利用

できない期間は、自身で運ぶことになります。 

議長 

では、他にご質問・ご意見のある方はいらっしゃいますか。 

委員 

農地中間管理事業の案件には権利の種類が使用貸借権とあるが、賃借料が発生しないという

ことですか。 

事務局 

そのとおりです。今回議案になっているものは、すべて賃借料の必要ない使用貸借権での契

約です。 

ここで、農地中間管理機構について説明させていただきます。農地中間管理機構は、各都道

府県に一つあり、農地の貸し借りの際に仲介役を行うものです。公的な機関のため、利用者

は安心して農地の貸し借りを行うことができます。また、要件を満たせば機構集積協力金が

所有者に入ることもあります。 

議長 

賃借料はなしでも契約ができるのですか。 

事務局 

相対と農地中間管理事業のどちらでも、賃借料なしで契約することができます。物納でも問

題ありません。あくまでも、契約内容は貸し手と借り手の両者で決めていただきます。 

半田市では、口約束の契約が多かったですが、近年は公的な契約を推奨することで、市で状

況把握するようにしています。 

事務局長 

今回利用権設定を受けられる耕作者等の若い方は、農地中間管理事業を利用することで、補

助金で使われるポイントが付きますので、メリットがあります。 

委員 

相対の利用権では、借賃が愛知用水代相当額とあるが、そういった契約は多いですか。 

事務局 

愛知用水代は、１０ａ当たりおおよそ７千円で、半田市はその金額で契約される方が多くい

らっしゃいます。 

議長 

他にご質問・ご意見がなければ、７番と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） 

７番と８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」１７頁の１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」１

８頁から２０頁の１２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） 

続きまして、報告第３号に移ります。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」２１頁の２件がありました。事務局、説明お願いします。 

事務局 

農地法第１８条第６項とは、合意解約のことです。それぞれ今年の６月から契約が始まる予

定でしたが、水の問題等で耕作を続けることが難しく解約されました。 

番号１については、他の方に耕作をお願いされるとのことです。番号２については、しばら

く耕作されないとのことで、今後耕作放棄地にならないか注意が必要です。以上です。 

議長 

報告第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２回半田市農業委員会総会を閉会します。 

（午後３時００分） 

 

 


