
第２１回半田市農業委員会総会議事録 

令和４年３月１８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６２号議案   農地法第３条の規定による許可申請について 

第６３号議案   農地法第５条の規定による許可申請について 

第６４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９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 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 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 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２１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。最近は暗いニュースが続いています。そんな中でも、間もなく田んぼの季節がやってきま

す。今年も頑張りましょう。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４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、１番の堀崎一夫委員と２番小栗絵里委員となります。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６２号議案「農地法第３条の規定による許可申請について」、８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。譲受人と譲渡人の関係は親族で、贈与するものです。場所については、

議案書の１４頁をご覧ください。申請地は、竹林が生い茂っていますが耕作されていくとのことで、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 

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。 

（質問・意見なし） 

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１を承認・可決いたします。 

続きまして、番号２は営農型太陽光発電施設設置に関するものです。第６３号議案「農地法第５条の

規定による許可申請について」の番号１も一括審議を行います。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。配布した資料も併せてご覧ください。営農型太陽光発電とは、太陽光

発電施設を設置し、その下部で営農するものを指します。今回は、譲受人が太陽光発電施設を設置し、

土地所有者が耕作を行います。施設設置者と耕作者が異なるため、農地法第３条の許可申請にて、太

陽光パネル設置部分の区分地上権を設定し、太陽光発電施設の足場部分を農地法第５条の許可申

請にて一時転用が行われます。 

譲受人は、他の場所でも営農型太陽光発電の実績はあり、規模拡大になります。土地所有者が耕作す

るものは牧草等で栽培経験はありませんが、近くの法人に指導を仰ぎ栽培していく計画となっています。 

一時転用期間については、３年間と定められているため、その期間で申請がされています。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１５頁をご覧ください。申請地は市営住宅の西方向で、現場は整地されており

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 

第６２号議案の番号２及び第６３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 

栽培されるものが飼料のため利益が出にくいと思いますが、申請内容には問題はなさそうです。 

委員 

違う法人だと思うが、他市町では太陽光パネルの下が、耕作放棄地となっている所も見受けられる。今回

のケースは、耕作は必須でよろしいですか。 

事務局 

営農型太陽光発電については、太陽光パネルの下部で耕作することが必須です。今後は、毎年実績報告

の必要がありますので、農業委員会はチェックしていくことになります。 

委員 

栽培された作物の売却先は決まっていますか。 

事務局 

確定はしていませんが、概ね決定しているとのことです。 

推進委員 

牧草を栽培するのは手間がかかるものなのでしょうか。 

委員 

栽培することは難しくありませんが、機械に費用がかかります。 

議⾧ 

他にご質問・ご意見がなければ、第６２号議案の番号２及び第６３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） 

第６２号議案の番号２及び第６３号議案の番号１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、息子も農業を手伝っており、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１６頁をご覧ください。申請地は耕作されている所で問題ありません。よろしくご

審議くださいますようお願いします。 

議⾧ 

番号３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） 

番号３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３を承認・可決いたします。 

続きまして、番号４から番号６は譲受人が同一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。譲受人はこれまでも総会でご紹介したとおり、加工用ミカンを栽培してい

ます。ここで、議案書の３１頁報告第３号の番号１及び番号２をご覧ください。今回農地の賃借権設定

がされる筆は、違う方が耕作されるとのことで利用権設定がされていましたが、譲受人が効率よく規模拡大

するために、合意解約され、農地法第３条にて賃借権設定されることになりました。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１６頁をご覧ください。申請地は遊休農地ですが、耕作されるとのことなので問

題ありません。 

委員 

場所については、議案書の１７頁をご覧ください。申請地は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から番号６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） 

番号４から番号６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から番号６を承認・可決いたします。 



続きまして、番号７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、近隣でも耕作しており、規模拡大するものです。場所につい

ては、議案書の１８頁をご覧ください。申請地はきれいに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７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） 

番号７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７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。譲受人は市外の方で、居住している所で主に柿や梅を栽培されていま

す。今回は、半田市にて唯一所有する農地を、娘へ継承するものです。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１９頁をご覧ください。申請地はここ２～３年保全管理状態となっていました

が、今年梅が植えつけられました。耕作状況は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 

番号８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） 

番号８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８を承認・可決いたします。 

続きまして、第６４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」、７

件出ております。相対の利用権設定が１件、残り６件は農地中間管理事業に関するものです。利用権を

受ける者が同一のものは一括審議とします。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。利用権の設定を受ける者は、新たに就農する方で養鶏をするとのことで

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２０頁をご覧ください。申請地はハウスが建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 

補足説明いたします。今回就農される方は養鶏を始められますが、息子が昨年度より養鶏を始めており、

教えてもらいながら進めていくとのことでした。既存のハウスを活用し、平地では野菜も栽培されるとのことでし

た。 

議⾧ 

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。 

（質問・意見なし） 

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１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です。番号１から番号４は一括審議とします。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。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、議案書の１７頁をご覧ください。申請地は、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 

番号１から番号４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） 

番号１から番号４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１から番号４を承認・可決いたします。 

続きまして、番号５及び番号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。利用権設定を受ける者は規模拡大を希望していた中で、営農セン

ターより農地の紹介があったため、賃借権設定することとなりました。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２１頁をご覧ください。申請地は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 

番号５及び番号６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） 

番号５及び番号６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５及び番号６を承認・可決いたします。 

続きまして、諮問第９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」、１１件出ております。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。申請人は中古自動車販売業を行っていますが、既存の駐車場では足

りないため規模拡大するものです。場所については、議案書の２２頁をご覧ください。申請地は福祉施設

の西方向にあります。生い茂っている部分がほとんどで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 

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、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。今回の申請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、申請地は、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。今回の申請地

は、西側に農地の広がりはありますが、池や急な斜面があり大きな広がりにはなっていません。北側、南側

及び東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、申請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、申請地周辺に第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 

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。 

委員 

福祉施設が近くにありますが、問題ないのでしょうか。 

事務局 

除外・転用にあたって、福祉施設が近くにあることは問題ありません。また、今回は周辺に配慮し、敷地ぎり

ぎりまで中古自動車置場とするのではなく、緩衝緑地が設けられます。 

委員 



申請人は、中古自動車を解体する業者ですか。 

事務局 

中古自動車を販売する会社です。 

議⾧ 

他にご質問・ご意見がなければ、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１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。申請人は現在借りている事業地の返却を迫られているため、移転する

ものです。申請内容に問題はありません。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２２頁をご覧ください。申請地は福祉施設の西方向にあります。きれいに保全

管理されていますが、以前は遊休農地で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 

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、資材置場及び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。今回の申請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、申請地は、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。今回の申請地

は、東側に農地の広がりはありますが、急な斜面や駐車場があり大きな広がりにはなっていません。北側、

南側及び西側へも急な斜面や池、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、申請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、申請地周辺に第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 

番号２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） 

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） 

番号２を承認・可決いたします。 

続きまして、番号３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。申請人は市外で事業地を借り、資材置場として利用していましたが、

返却を求められ移転するものです。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。申請地は市営住宅の西方向にあります。保全管理され

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 

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。今回の申請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、申請地は、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１４頁と先程の農地区分表をご覧ください。今回の申請地

は、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はなく、１０ｈａ未満の一団の

農地であるといえます。 

また、申請地の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、申請地周辺に第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 

番号３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） 

番号３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３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。 

委員 

議案については、記載のとおりです。申請人は高齢化に伴い地域より有料老人ホームの要望が高まったた

め、建築するものです。場所については、議案書の２３頁をご覧ください。申請地は中学校の北西方向に

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 

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、有料老人ホーム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。今回の申請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、申請地は、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２３頁と先程の農地区分表をご覧ください。今回の申請地

は、西側に農地の広がりはありますが、宅地があり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、申請地の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、申請地周辺に第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 

番号４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 

今回の有料老人ホームは、要支援者や要介護者が入居するものではないようでしたが、問題はないので

しょうか。 

事務局 

有料老人ホームと呼ばれるものにはいくつか種類があり、要支援者や要介護者が入居できるものや、要支

援者や要介護者ではない方が入居できるものがあります。今回の案件については、申請者は愛知県高齢

福祉課に相談をして、建築見込みがあることを確認してもらっているため、問題ありません。 

委員 



農用地除外とは、農地として守っていこうとしている農用地に開発するものであり、農地を守ることとの兼ね

合いは大丈夫なのでしょうか。 

事務局 

ご指摘のとおり、農用地とは農地として守っていくものと位置付けたものであり、可能な限り開発は行わない

ところです。しかし、条件が合えば開発できるところであるため、申請者や開発規模などをきちんと審査し、法

律に基づき問題がなければ認めざるを得ません。 

また、来年度には農用地に関する計画の全体見直しを行うため、愛知用水等の他機関との協議は必要で

すが、実態に合った計画に見直していきたいと考えています。 

議⾧ 

他にご質問・ご意見がなければ、番号４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。申請者は、現在近くで事業を行っていますが、規模拡大のため移転す

るものです。場所については、議案書の２３頁をご覧ください。申請地は中学校の北西方向にあります。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 

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、接骨院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。今回の申請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、申請地は、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２３頁と先程の農地区分表をご覧ください。今回の申請地

は、西側に農地の広がりはありますが、宅地があり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、申請地の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、申請地周辺に第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 

番号５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） 

番号５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５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。申請地の隣で共同住宅を建築するため私道を拡幅するものです。申

請地は申請人の所有地であり問題ありません。場所については、議案書の２４頁をご覧ください。申請地

はインターチェンジの西方向にあります。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。今回の申請は、以前共同住宅が建っていたところに新しい共同住宅を建築するにあ

たり、接道の拡幅が必要となるため行われました。拡幅は愛知県建築基準条例に基づき、必要最低限の

ものであることを確認しています。 

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、私道拡幅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。今回の申請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、申請地は、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２４頁と先程の農地区分表をご覧ください。今回の申請地

は、北側及び東側に農地の広がりはありますが、宅地があり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、申請地の西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、申請地周辺に第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 



番号６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） 

番号６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６を承認・可決いたします。 

続きまして、番号７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。申請人は申請地の隣で飲食店舗を経営していますが、新たに店舗を

設置するものです。場所については、議案書の２５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 

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、店舗敷地のため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。今回の申請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、申請地は、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２５頁と先程の農地区分表をご覧ください。今回の申請地

の南側には住宅が広がっています。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、店舗敷地が目的で、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 

番号７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） 

番号７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７を承認・可決いたします。 

続きまして、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。申請人はＭ＆Ａで企業買収をしており、現在分散している資材置場

を１か所に集約するものです。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２６頁をご覧ください。申請地は遊休農地となっています。耕作される見込みも

ない所でした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。 

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。今回の申請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、申請地は、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２６頁と先程の農地区分表をご覧ください。今回の申請地

は、北側及び西側に農地の広がりはありますが、宅地や急な斜面があり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、申請地の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、申請地周辺に第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 

番号８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） 

番号８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８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。申請人は父の所有地に分家住宅を建築するものです。場所について

は、議案書の２７頁をご覧ください。申請地は病院の北方向にあります。きれいに管理されていますが問題

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 

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、分家住宅建築のため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。今回の申請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、申請地は、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２７頁と先程の農地区分表をご覧ください。今回の申請地

の北側には住宅が広がっています。西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、分家住宅建築が目的で、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 

番号９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） 

番号９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９を承認・可決いたします。 

続きまして、番号１０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。申請人は祖母の所有地に分家住宅を建築するものです。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２７頁をご覧ください。申請地は病院の北方向にあります。きれいに耕作されて

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 

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、分家住宅建築のため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。今回の申請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、申請地は、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２７頁と先程の農地区分表をご覧ください。今回の申請地

の北側には住宅が広がっています。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、分家住宅建築が目的で、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 

１０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） 

１０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） 

１０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。申請人の営農状況が順調であるため、来場者用の駐車場を設置する

ものです。場所については、議案書の２８頁をご覧ください。申請地は申請人の耕作地のすぐ隣で問題あ

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。 



事務局 

農用地利用計画の用途区分変更についてご説明します。こちらも、除外と同様に農用地区域内農地に関

する変更です。しかし、農業以外を目的とした除外ではなく、農業用施設を設置するという用途変更をする

というものです。モニターをご覧いただくと、地図にオレンジ色が表示されていますが、こちらが農業用施設用

地に用途変更された箇所です。農業施設には、畜舎や農業用倉庫等があります。 

除外とは違いますので、先ほどまでご確認いただいていた農用地区域除外の要件をすべて満たす必要はあ

りません。しかし、５要件に十分配慮したうえで土地の選定を行う必要があります。 

今回は農場に来場される方用の駐車場を整備するための用途変更です。 

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」

２９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」３０頁から３１頁の８

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、第４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２１回半田市農業委員会総会を閉会します。 

 

（午後３時３０分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


