
第３回半田市農業委員会総会議事録 

 

令和２年９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８号議案     農地法第３条の規定による許可申請について 

   第９号議案     農地法第５条の規定による許可申請について 

 第１０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１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５条第１項第７号の規定による届出の取消しについて 

報告第４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３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。稲刈り等で忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。国で

は、安倍前首相から菅首相へ交代しました。日本の農業を元気にしてもらえたらと期待して

います。 

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、５番の石川ルミ子委員と６番の竹内甲永委員となります。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、第８号議案「農地法第３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。 

事務局 

議案については記載のとおりです。譲受人は、東海市に居住し、夫婦で電器店を営業してお

ります。以前は半田市に住んでいましたが、東海市に転出しました。現在は、半田市北大矢

知町に畑を 2,156 ㎡所有し、リンゴを栽培しております。今後は、経済状況を考慮し、電器

店の営業をやめ、夫婦揃って半田市へ移り住む予定です。住まいは、平成２８年に建築した

半田市大池町の家を予定しています。なお、譲受人は時々半田市大池町の家に住み、申請地

にてリンゴを栽培しています。今後、半田市で経営規模拡大するため、申請地を購入するこ

ととなりました。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３２頁をご覧ください。申請地は大矢知神社の西方向にあります。

今までは高齢の方が所有され、草生え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。 

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。 



なお、番号２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） 

委員 

議案については記載のとおりです。譲受人は農業委員を務められている方で、申請地周辺で

営農されています。場所については、議案書の３３頁をご覧ください。申請地は、運動公園

の西方向にあり、譲受人が既に耕作をしているため問題ありません。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。番号２に関連する案件があります。議案書の６０頁をご覧ください。 

報告第４号に、「農地法第１８条第６項の規定による通知について」が１件あります。こち

らの土地と、番号２の申請地が同一となっていますが、もともと利用権設定がされている土

地でした。 

しかし今回、農地を買ってくれないかという話があったため、それまでの利用権設定を合意

解約してから、この３条の許可申請を出していただいております。 

そのため、利用権設定はお互い合意の上解約した後の許可申請となりますので、問題はない

かと思います。よろしくお願いします。 

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。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、第９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。６月の農業委員会総会で農用地利用計画の変更について

諮問があった件です。申請内容に問題ありません。場所については、議案書の３４頁をご覧

ください。県営長根住宅の西方向にあり、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。お手元の農地区分の表をご覧ください。 

市街化調整区域の農地を転用するには許可が必要であり、許可要件を満たせば転用が可能と

なります。そして、その許可要件は農地区分によって異なっております。なお、農地区分は、

議案書に書いてある第１種農地や第２種農地等のことを指します。 

まずは農地区分について簡単に説明します。ご覧いただいている農地区分の表が、申請地が

どの農地区分に該当するのかを確認するときに使います。 

左側一番上から、農用地区域内農地、第１種農地、甲種農地、第３種農地、第２種農地とあ

りますが、まずは申請地がどの農地に区分されるかを判断します。 

簡単に第１種農地から説明させていただきますと、第１種農地は、農地が連なっている面積

が１０ｈａ以上の農地を指します。なお、農地は田または畑を指します。 

続きまして、第３種農地に移ります。第３種農地は、ほぼ市街地に近い状態になっている農



地を指します。第２種農地は、この中間の農地になります。市街地に近く、連なっている農

地が１０ｈａ未満の小集団の農地と捉えてください。 

では、許可基準について説明いたします。裏面の黄色い表をご覧ください。第３種農地につ

いては、許可できるとあります。そのため、申請地の農地区分が第３種農地であれば、転用

見込みがあるということになります。 

第２種農地については、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するこ

とができるものを除き、許可できるとあります。 

第１種農地については、原則許可できない農地ですが、例外があります。許可基準に該当す

るものであれば、転用の許可をすることができます。 

では、番号１の申請地がどの農地区分に該当するかを確認します。議案書の３４頁をご覧く

ださい。今回の農地区分は第１種農地と判断しております。申請地から北や西に１０ｈａ以

上の農地が連なっています。そのため、農地区分は、第１種農地の要件であるイ－（ア）－

ａに該当いたします。 

続きまして、許可基準について説明します。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、周辺居住者の業務上必要な施設で、東方

向には県営長根住宅等の集落に接続されておりますので、問題ないと判断しております。 

なお、第１種農地の許可基準の中で、⑤の（ｅ）に既存施設の拡張があります。今回の申請

の転用理由が事業拡大に伴うものなので、この許可基準にも該当する見込みもありました。

しかし、現在の事業地の２分の１を超える敷地拡張のため、この許可基準には該当せず、③

の（ｅ）に該当しました。 

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。譲受人は、不動産会社の妻です。今回は近くのアパート

用の駐車場を設置するものです。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３５頁をご覧ください。申請地には小屋があり、畑として耕作さ

れていました。道路との境界にはＵ字溝が設置されており排水についても問題ありません。

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。 

申請地は第２種農地です。議案書の３５頁ご覧ください。周辺は住宅が連なり、申請地より

約３００ｍ東は市街化区域が広がっているため、一団の農地は、この申請地しかありません。

そのため、１０ｈａ未満の小集団の農地となります。 

地図をご覧いただき、第３種農地に該当しないのかと思われる方もいらっしゃると思います。



第３種農地というのはほぼ市街地の状態に近い農地であり、第３種農地に該当するにはいろ

いろな条件があります。 

例えば、幅員４ｍ以上の道路の沿道に申請地があること。その道路に上下水道、ガス管が少

なくとも２種類以上埋まっていること。そして、教育施設、医療施設、その他の公共施設ま

たは公益的施設が５００ｍ以内に２つ以上あること。 

もしくは駅やインターチェンジから３００ｍ以内であること等、第３種農地であると判断す

るには、いろいろと条件があります。今、説明した内容が、農地区分表の第３種農地に記載

してあります。これらに該当しないと第３種農地にはなりません。 

今回の申請地は、第３種農地の要件に該当せず、第１種農地にも該当しないため、第２農地

となります。 

それでは、第２種農地の許可基準について説明いたします。裏面の許可基準表をご覧くださ

い。第２種農地をご覧いただくと、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

達成することができるものを除き、許可できるとあります。これは、もし第３種農地に所有

地があり、そこに設置できるなら第２種農地では許可できませんが、周辺の土地にそのよう

な第３種農地はありませんし、市街化区域にも所有地はなく、今回の申請地しかないとなる

と、この許可基準に該当します。 

よって第２種農地は、第３種農地等、他に転用できる土地を持っていない、または探しても

ないということであれば、第２種農地は原則許可できるということになります。 

今回は、申請地の北側にある共同住宅用の駐車場のため、駐車場があまりに離れた場所では

実用的ではありません。共同住宅周辺で土地を探して第３種農地の代替地なかったため、今

回は第２種農地として許可でき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。 

（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、事業拡大のため以前から譲渡人に土地の売買

をお願いしていました。場所については、議案書の３６頁をご覧ください。申請地は、草木

が生い茂っている状態であり、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 

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。 

申請地は第２種農地です。議案書の３６頁ご覧ください。申請地の東側には工場用地、北側

及び南側には宅地があります。西側には農地がありますが、地図上の竹林マークまでが農地

の連なりで、１０ｈａ未満の一団の農地です。申請地は第３種農地には該当しないため、第

２種農地と判断しております。 

許可基準は、工場周辺に第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。 



（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。 

委員 

議案については記載のとおりです。譲受人は、建築作業場等のための一時転用を計画してい

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３７頁をご覧ください。申請地は吉田池の西側の農地です。現在

稲作が行われていますが、収穫後の一時転用のため問題ありません。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。 

申請地は農用地区域内農地です。これは、農業振興地域整備計画で農用地区域とした農地と

あります。この計画は、半田市が定め、愛知県が同意したもので、農用地区域は農業振興地

域の中で特に農地として守っていく土地が指定されます。なお、半田市の農業振興地域は、

市街化調整地域と同じです。 

では、どこが農用地区域かというと、モニターに表示されているピンク色とオレンジ色で塗

られている箇所を指します。ピンク色は農地を示し、オレンジ色は畜舎等の農業用施設を示

します。農用地区域は、国の補助金等を活用し整備された圃場であり、原則転用することは

できません。しかし、許可基準に該当すれば、転用することはできます。 

許可基準表をご覧ください。農用地区域内農地には、３つの基準がありますが、③の農業振

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に該当するため、農

用地区域内農地であっても、許可することができます。申請地は一時転用のため、隣接地用

の建築作業場等に用い、工事が終われば農地として復元されます。 

なお、一時転用は最長３年間認められます。この年数を超えるようであれば、通常どおりの

転用許可申請をお願いすることになります。 

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。申請地では稲作をされているため、収穫後に太陽光パネ

ルの設置を行うとのことです。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３８頁をご覧ください。現在はきれいに稲作がされています。収

穫後の一時転用のため問題ありません。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。 

申請地は農用地区域内農地です。今回は、営農型太陽光発電施設の支柱の設置ということで、

支柱設置部分の一時転用です。営農型太陽光発電とは、太陽光パネルの下で耕作をするもの

です。今回は、営農型太陽光のパネルの下で稲作をこれから続けていきます。 

現在も稲作をされており、収穫後にパネルを立てて、その下で稲作しますので、支柱自体の

高さは普通の太陽光パネルより高いものになります。これは、モニターに表示されていると

おり、トラクター等が通れないと耕作できないためです。なお、半田市では、営農型発電は

２例目です。１件目は太陽光パネルの下でブルーベリーを栽培する内容でした。 

こちらの一時転用も番号４でご説明したとおり、３年が上限の一時転用です。そして、営農

型太陽光発電として耕作をしている間、年に１回耕作状況を農業委員会に報告する必要があ

ります。ただ報告すればよいわけではなく、他の普通の田の米の収穫高と、太陽光パネルの

下の米の収穫高の差が２割減までしか認められません。農業委員会は、その部分を特に確認

する必要があります。 

３年間営農型太陽光発電として耕作を続け、引き続き同様に耕作を続けたい場合は、再度一

時転用の申請が必要です。再度申請を受け付ける際には、きちんと耕作をしていれば認めら

れますし、収穫高の目標値が６年間未達成の場合、その瞬間から違反転用となり、撤去しな

さいという結果になります。 

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。 

委員 

収穫高が周辺の田より２割以上少ない場合は、罰則を与えたり、太陽光パネルの撤去を求め

るのですか。 

事務局 

１年目終了時点で２割以下の場合、すぐに罰則等はありません。来年はどのように耕作する

か等をヒアリングし、改善策等を尋ねます。 

委員 

２年目も収穫高が２割以上少ない場合はいかがですか。 

事務局 

１年目終了時点と同様にヒアリング等の対応をします。３年目も同様に収穫高が少なく、営

農型太陽光発電の更新を希望する場合は、改善策等いろいろな根拠資料の提出を求めますが、

更新はできると思います。しかし、さらに３年間収穫高が少ないようですと、その次の更新

は難しいと考えます。太陽光パネルの撤去命令が出されると思いますので、支柱等を撤去し

元の農地に戻します。 

また、先ほど一時転用の期間は３年間とご説明しましたが、認定農業者が営農する場合や、

耕作放棄地で営農する場合は、期間が１０年間になります。 

委員 

収穫高の基準が２割とあるが、昨年は違う作物を栽培していた場合等、異なる種類の作物と

比較しても大丈夫なのですか。 

事務局 

比較は、周辺の同じ作物と比較します。自身の前年の収穫高との比較ではありません。 

委員 

周辺の普通の田と比較するのは、厳しい条件ですね。 

事務局 



この制度は比較的新しく、事例も少ないです。厳しめのルールを設定し、きちんと営農して

もらいたいという意味だと思います。 

委員 

支柱はどの程度の深さまで埋めるのですか。 

事務局 

制度としては定められていないので、台風等に耐えることができる程度になります。 

議長 

他にご質問・ご意見がなければ、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、第１０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」、６６件出ております。内容は農地中間管理事業に関するものです。なお、譲受人

が同一で、担当委員が同じ場合は一括審議とします。番号１と番号２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４０頁をご覧ください。すで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 

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から番号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２と同じため問題あり

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４１頁をご覧ください。草生えには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 

補足説明いたします。現在は草生えとなっていますが、これから草刈りし、来年には作付け

する予定となっています。 

議長 

３番から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） 

３番から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） 

３番と６番を承認・可決いたします。 



続きまして、番号７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。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３９頁及び４２頁をご覧ください。川田町の農地には草生えが見

えますが、全体的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 

７番から１８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番から１８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１８番を承認・可決いたします。 

続きまして、番号１９から番号６６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、議案書の４３頁から４９頁をご覧ください。今回の農地は、既に利用権設

定を受ける者が耕作しているため、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 

１９番から６６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） 

１９番から６６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） 

１９番と６６番を承認・可決いたします。 

続きまして、諮問第１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」、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。 

事務局 

新任委員の方は、今回初めて農用地利用計画の変更についての諮問について審議いただきま

すので、それについて説明いたします。 

農用地とは、半田農業振興地域整備計画に定められている、農業振興地域整備をした区域の

中で、特に農業をこれから農地として守っていく土地のことを指し、半田市では、モニター

に表示されているとおり、ピンク色土地と、オレンジ色の土地で示しています。この計画内

容は、半田市が決定しており、愛知県の同意を取っております。 

先程の議案にあったとおり、一時転用であれば問題ありませんが、通常の転用だと農用地で

はできません。そのため、農用地から除外もしくは用途変更する必要があります。除外とは、

ピンク色の土地を白色の土地に変更すること、用途変更はオレンジ色の土地に変更すること

の意味です。 

今まで皆様にご審議いただいた転用については、白色の土地または除外及び用途変更した土

地を取り扱ってきました。今回の諮問は、今後転用予定である土地について、まずは農用地

利用計画の変更手続きについてご審議いただくことになります。利用計画の変更が決定され



ますと、その後に転用の許可申請が提出されますので、改めて転用許可についてご審議いた

だく予定です。 

なお、農用地利用計画の変更については、２月、５月、８月及び１１月の、年４回の受付期

間を設けています。 

続きまして、除外を行うにあたり、必要な要件についてご説明します。農用地区域除外の要

件をご覧ください。要件が第１号から第５号まで記載されています。この５つの要件全て当

てはまらないと除外を行うことはできません。 

第１号は、農用地の土地の以外に、他に第３種農地等の代替地を所有していないこと、転用

の具体的な計画があるか、ということを確認します。 

第２号は、農用地から除外するには、農用地の周辺部から行うことが原則であること、除外

後の農用地に農作業に必要な地形的連続性が保たれているかを確認します。 

第３号は、認定農業者や担い手にこれから集積していくような土地ではないか、もしくは、

現在そのような方が耕作していないかどうかを確認します。 

第４号は、農業用施設、排水施設など、排水について影響がないことを確認します。 

第５号は、圃場整備等の土地改良事業が終わってから８年以上経過しているかの確認をしま

す。 

そして、この５要件を満たしていないと、除外の受付は出来ません。また、転用見込みがあ

るかも同時に確認する必要があります。先ほど５条の転用許可でご説明したとおり、農地区

分やその許可基準を確認し、転用許可の見込みがないと除外をしても転用できないため、転

用の見込みがあること確認したうえで申請を受け付けております。 

では、番号１について、ご説明いたします。議案については記載のとおりです。申出者は、

半田市外のアパートに住んでおり、今年の８月に出産をしました。家族が増えるため、今住

んでいるアパートが手狭になってきます。よって、この申出者の祖父が所有する土地の中で、

条件の合う申出地を選び、分家住宅を建てたいという内容です。 

今回は、面積をご覧いただきますと、４４９㎡の内１７３㎡及び、１，０７４㎡の内３２５

㎡の合計４９８㎡となっています。元々は広い土地でしたが、都市計画法の中で分家住宅建

築の際は、５００㎡以内であることという決まりがあります。そのため、今回はこの広い土

地の一部を分筆し、５００㎡以内にして、分家住宅を建てることになります。 

なお、分筆は転用申請するまでにしていただきます。除外のときは、農用地利用計画の変更

までなので、分筆の必要はありません。今後は、転用申請までに分筆をして、４９８㎡とい

う土地の転用申請をしていただくことになります。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５０頁をご覧ください。現在、耕作されておりますが、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。先ほ

どご説明したとおり、除外は、５つの要件を満たすことに加え、転用の見込みがないと行う

ことができません。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。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５０頁と先程の農地区分表をご覧ください。

今回の申出地は市営君ヶ橋住宅の東に位置しています。地図をご覧いただくと、申出地の北

側へは、十字路まで農地が続いています。東及び南へは地図記号の荒れ地までは農地が続い

ています。西側には宅地があるため、農地の連なりはありません。よって、１０ｈａ未満の

一団の農地であるといえます。申請地は第３種農地には該当しないため、第２種農地と判断

しております。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 

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 

今までの転用申請は議案となっていますが、農用地利用計画は諮問となっています。この違

いは何ですか。 

事務局 

議案は、農業委員会で受付けたものを審議することを指し、諮問は半田市が受付けたものを

農業委員会に対し意見聴取しますので、それを審議することを指します。つまり、この農用

地利用計画の受付は、農業委員会ではなく半田市経済課ということです。農業委員会から意

見がある場合は、市長に対して提出します。 

議長 

他にご質問・ご意見がなければ、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。番号１は分家住宅の建築でしたが、こちらは自己用住宅

の建築です。先ほどは農地を所有している祖父から土地を譲り受け建築するものでしたが、

こちらは相続にて取得した農地に住宅を建築するものになります。現在は共有名義になって

いますが、転用の際には所有者を１名に整理した状態で申請される予定です。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５１頁をご覧ください。南側に農地は広がっていますが、住宅が

多い地域です。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 

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５１頁と先程の農地区分表をご覧ください。

今回の申出地は知多半島道路の半田インターチェンジの北西に位置しています。地図をご覧

いただくと、申出地の北側へは、地図上の竹林マークまで農地が続きます。西と東は住宅が

広がっているため、農地の連なりはありません。南へは県道半田常滑線までは農地が続いて

います。よって、１０ｈａ未満の一団の農地であるといえます。申請地は第３種農地には該

当しないため、第２種農地と判断しております。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 

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 

相続した農地に住宅を建築するが、それは分家住宅とは違うのですか。 

事務局 

既に相続を終えて、自己所有地であるため分家住宅とはなりません。申出地の面積が５００

㎡となっていますが、分家住宅ではないので、５００㎡以下という制限はありません。しか

し、分家住宅と同様に、都市計画法等の他法令の許可見込みは別途確認する必要はあります。 

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、番号３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。申出人は個人名での申請ですが、東海市で会社運営をし

ています。現在、半田市外に事業地を借りていますが、令和２年８月末までに返却を求めら

れたため、代替地として申請がありました。除外の手続きが完了するまで期間が必要なため、

それまでは、半田市外に土地を一時的に借り営業を続けるとのことです。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５２頁をご覧ください。以前より原野となっているため、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、トラック駐車場等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。 

ここで、番号３の地目をご確認ください。こちらは、農地ではなく原野とあります。そのた

め、転用の許可申請は必要ありません。農用地となっているため、今回除外の申請は必要で

したが、転用の許可申請は必要ないため、除外の手続きが完了すれば、申出人は工事を始め

ることができます。 

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 

申出地は、道路より低いと思いますが、土砂で埋めるのですか。 

事務局 

そのとおりです。 

委員 

申出地の東には農地があるので、影響が心配ですが問題ありませんか。 

事務局 

申請内容を確認し、影響が出ないことを確認しています。また、申出人に周辺部への影響が

出ないようにしてもらう旨を伝えております。 

委員 

申出地の南側の道路は狭いが、通行する人が多いところであり、トラック等が通るとなると、

心配です。工事期間はいつまでとなっていますか。 

事務局 

具体的な工事期間は定まっておりませんが、除外が認められるまでに数か月程度かかるため、

半年程度先になるかと思います。 

委員 

今まで通行している人の環境は守ってほしいと思います。 

事務局 

そのように申出人に伝えます。 

議長 

他にご質問・ご意見がなければ、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。なお、番号４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） 

委員 

議案については記載のとおりです。申出人は、家族で夫の実家の離れに暮らしています。今

暮らしているところが手狭になっており、この申出者の父が所有する土地の中で、条件の合

う申出地を選び、分家住宅を建てたいという内容です。 

場所については、議案書の５３頁をご覧ください。現在耕作されず保全されている状況で問

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、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５３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。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 

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。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、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。 

事務局 

まずは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、建物を建てるための除外ではなく、農業用施設を

建築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。 

今回は畜舎を整備するための用途変更です。 

委員 

議案については記載のとおりです。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５４頁をご覧ください。申請地は吉田池の南側です。周辺の内へ

の影響はありません。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。今回の用途変更ですが、モニターをご覧いただくとお分かりいただけ

るように、既に設備が整備されているため、実際の工事はありません。これら設備は、西側

の隣接地と一体利用で整備されていますが、その隣接地のみ用途変更がされておりました。

そのため、今回は是正目的の用途変更の申出となります。 

 

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。 

（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」５５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」５

６頁から５８頁の１１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５条第１項第７号の規定による

届出の取消しについて」５９頁の１件がありました。事務局、説明お願いします。 

事務局 

以前、農地法第５条の転用届出を農業委員会で受け付け、書類等に不備はなかったため、受

理済書をお渡ししました。本来ならこの受理済書を持って法務局に行くと、登記を変更でき

ます。しかし、譲受人の内容に変更があるとの申し出がありましたので、受理済書とともに

取消願を提出してもらい、申請内容の取消しを行った処理となります。 

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） 

続きまして、報告第４号に移ります。報告第４号「農地法第１８条第６項の規定による通知

について」６０頁の１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。内容につきましては、第８号議案の３条

許可申請の中でご説明したので、省略いたします。 

議長 

報告第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３回半田市農業委員会総会を閉会します。 

（午後４時３０分） 

 


