
第２２回半田市農業委員会総会議事録 

令和４年４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６５号議案   農地法第３条の規定による許可申請について 

第６６号議案   農地法第４条の規定による許可申請について 

第６７号議案   農地法第５条の規定による許可申請について 

第６８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 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 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 服 部 由 紀 書記 藤 井 亮 暢 

書記 竹 内 裕 基   



事務局 

   ただ今から第２２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。最近は新型コロナウイルスが落ち着いてきたように感じます。しかし、世界では戦争が行

われており、飼料の輸入価格が上昇しており、経営に厳しいと思います。皆さんも大変だと思いますが、一

緒に乗り越えましょう。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９名です。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、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服部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６５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及び番号２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。先月には、譲受人が賃借している農地でミカンの植え付けが行われており、今後の営農についても問

題ないと考えています。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１８頁をご覧ください。申請地は、一部生い茂っている箇所がありますが、これ

までも遊休農地を解消していただいているため、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 

番号１及び番号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１及び番号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１及び番号２を承認・可決いたします。 

続きまして、番号３は営農型太陽光発電施設設置に関するものです。第６６号議案「農地法第４条の

規定による許可申請について」の番号１及び第６７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８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。この案件は以前に許可されている案件で、更新

申請となります。太陽光パネル下部の耕作者は、前回申請時に農地法第３条に基づく賃貸借権設定の

許可を出しており、継続しています。そのため、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が設定されます。 

また、太陽光発電施設の足場部分については、農地法第４条及び農地法第５条の許可申請にて一時

転用が行われます。申請地はきちんと耕作されており、収穫高も地域の平均的単収以上にありますので、

更新することに問題ないかと思います。 

最後に、一時転用期間については、３年間と定められているため、その期間で更新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１９頁をご覧ください。申請地は公園の西方向で、きちんと耕作されており問

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 

第６５号議案の番号３、第６６号議案の番号１及び第６７号議案の番号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） 

第６５号議案の番号３、第６６号議案の番号１及び第６７号議案の番号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） 

第６５号議案の番号３、第６６号議案の番号１及び第６７号議案の番号８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。譲受人は地域の農業役員を務めており、農業に意欲的な方です。場

所については、議案書の２０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、第６７号議案「農地法第５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８

は先程一括審議を行ったため、残りの７件を審議します。番号１は事務局及び担当委員より調査、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、庭敷地の拡張

です。申請内容に問題ありません。場所については、議案書の２１頁をご覧ください。申請地は神社の東

方向です。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。 

２１頁を再びご覧ください。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、申請地の南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。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、近年業績が好調の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。申請地は譲受人の事業地の西側にあります。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。 

２２頁を再びご覧ください。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。南側及び東側には譲受人の事業敷地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、申請地の東方向には宅地や駐車場が広がっており、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。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の担当委員及び事務局より調査、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、駐車場設置で

す。申請内容に問題ありません。場所については、事務局よりお願いします。 

事務局 

場所については、議案書の２３頁をご覧ください。申請地は譲受人が運営する施設の隣です。現在耕作

されていますが、問題ありません。次に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。 

今回の申請地の北側には譲受人が運営する施設があります。南側と東側には農地が広がっており、１０

ｈａ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）－ｇです。これは、公共性が高

いと認められる事業に供するものとあります。今回は、社会福祉施設の運営に必要な駐車場設置が目的

なので、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 

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。以前の総会でご審議いただいた農用地除外の案件で、診療所及び駐

車場設置です。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２４頁をご覧ください。申請地は消防署の西方向です。現在耕作されています

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 

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。 

２４頁を再びご覧ください。申請地の北側及び東側には宅地が広がっています。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１０

ｈａ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、診療所及びその駐車場設置が目的で、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。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。以前の総会でご審議いただいた農用地除外の案件で、薬局及び駐車

場設置です。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２４頁をご覧ください。申請地は消防署の西方向です。現在耕作されています

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 

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。 

２４頁を再びご覧ください。申請地の北側及び東側には宅地が広がっています。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１０

ｈａ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、薬局及びその駐車場設置が目的で、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。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。以前の総会でご審議いただいた農用地除外の案件で、分家住宅の建

築です。申請内容に問題ありません。場所については、議案書の２４頁をご覧ください。申請地は消防署

の東方向です。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。 

２４頁を再びご覧ください。申請地の北側、西側及び東側には宅地が広がっています。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。

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。以前の総会でご審議いただいた農用地除外の案件で、分家住宅の建

築です。申請内容に問題ありません。場所については、議案書の２４頁をご覧ください。申請地は消防署

の東方向です。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。 

２４頁を再びご覧ください。申請地の北側、西側及び東側には宅地が広がっています。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、資材置場が目的で、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。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。 

委員 

利用される土地が飛び地となっていますが、利用に問題はないのでしょうか。 

事務局 

許可申請書に添付されている理由書及び土地利用計画図にて、必要性を確認していますので申請内容

に問題ありません。 

議⾧ 

他にご質問・ご意見がなければ、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、第６８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」、 

１８件出ております。全て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から番号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、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２４頁から２６頁をご覧ください。申請地はきれいに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。 

事務局 

補足説明いたします。第６８号議案の番号１から番号１２に共通する内容ですが、今回の土地は耕作

者がお亡くなりになったことにより、耕作される方が不在でした。その後、相続人が農地利用最適化推進委

員と面識があったため、連絡を取り、耕作者を探すことになりました。そして、事務局と担い手を交え話し合

い、今回の申請につながりました。今回の申請は、農地利用の最適化活動に当てはまるもので、農地集積

と、遊休農地発生を防ぐことができました。今後も似たようなケースは発生すると思いますので、今回のケー

スを活かし、最適化活動を進めていただけたらと思います。 



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、農地中間管理事業に関するものです。番号５から番号１２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２６頁をご覧ください。申請地はきれいに管理されており、

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５から番号１２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から番号１２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から番号１２を承認・可決いたします。 

続きまして、番号１３から番号１８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。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２７頁及び２８頁をご覧ください。申請地はきれいに耕作されており、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１３から番号１８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１３から番号１８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１３から番号１８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」３０頁から３１頁の６

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」は事務局より説明お願いします。 



事務局 

農地法第１８条第６項の規定による通知とは、合意解約のことです。番号１から番号６については、農

地中間管理事業にて賃借権設定がされていました。しかし、水はけがよくないとのことで、耕作を続けること

が難しく解約することになりました。次の耕作者は見つかっていないため、委員の皆様におかれましても、耕

作地を探している方がいましたら、ご対応よろしくお願いします。 

議⾧ 

報告第１号、第２号及び第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２１回半田市農業委員会総会を閉会します。 

 

（午後３時００分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


