
第８回半田市農業委員会総会議事録 

 

令和３年２月２２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２４号議案   農地法第３条の規定による許可申請について 

   第２５号議案   農地法第５条の規定による許可申請について 

   第２６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 

 

 

 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 欠席 

第２番 小 栗 絵 里 欠席 乙川 杉 浦 正 幸 欠席 

第３番   和 恒 欠席 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 出席 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 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 

  ただ今から第８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。早いもので、２月の中旬になりました。コロナウイルスに対するワク

チン接種が始まり、明るい兆しが見えてきております。 

本日の総会は、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農業委員７名と事

務局で行います。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、推進委員につ

いては、５名全員欠席とさせていただきました。 

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７番石川敏彦委員となります。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２４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。譲受人は、新規就農者であり、自宅近くの農地を取得し

営農を開始します。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１３頁をご覧ください。申請地は、以前は耕作されていましたが、

３年程前から保全管理のみとなっていました。県道沿いにあり、便利な農地だと思います。

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。今回初めて譲受人は農地を取得します。取得する面積は、１，０３１

㎡であり、半田市で農家資格を満たす３，０００㎡を下回っています。基準を下回っていま

すが、農地取得できる理由は、農地法施行令第２条第３項第１号に定められている例外規定

を満たしているからです。草花等の栽培において、その経営が集約的に行われる場合は、下

限面積を下回ることが認められています。 

また、今回新規就農される方は、市外の農園で研修を行っていました。半田市にて農地を取

得した後は、妻と一緒に観葉植物を栽培していく計画です。 

委員 

栽培は、露地かハウスのどちらですか。 

事務局 



ハウスの予定です。 

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。 

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、市外に多くの農地を所有しています。そば等

を栽培しており、今回は規模拡大するものです。場所については、議案書の１４頁をご覧く

ださい。現在は、耕作放棄地となっておりますが、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。 

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、酪農業を行っており、牧草を栽培するため農

地を取得するものです。場所については、議案書の１５頁をご覧ください。今まで耕作され

てきた農地であり、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。 

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、経営規模拡大のため農地を取得するものです。

場所については、議案書の１６頁をご覧ください。現在、譲受人が事業を行っている場所の

向かいにあり、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 

補足説明いたします。今回申請地は、今まで担い手が利用権を設定し営農していましたが、

昨年末で解約しており、今後耕作することができないため所有権移転をすることとなりまし

た。 

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。譲渡人は農家ではないため耕作をしておらず、現在譲受

人が申請地を耕作しております。場所については、議案書の１７頁をご覧ください。今まで

耕作されてきた農地であり、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。 

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。譲受人は、農地取得後は夫と耕作する予定です。夫婦は

７０歳代ですが、後継ぎが今までも手伝ってくれており、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１８頁をご覧ください。申請地は運送業者屋の隣です。現在営農

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 

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。 

続きまして、番号７と番号８は譲受人が同じですので一括審議とさせていただきます。事務

局より調査、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、先月の農業委員会総会でもご説明した、市外

に本社がある法人で、缶詰やドライパックを製造している食品会社です。今回は先月に引き

続き、紹介した耕作放棄地の一部が申請されました。場所については、議案書の１９頁をご

覧ください。斜線部が今回の申請地です。まだ斜線が引かれていない筆がありますが、賃借

契約を断られた筆と、賃借契約の書類が間に合わなかった筆になります。書類が間に合わな

かった農地については、整い次第、今後の総会に申請される見込みとなっています。 

議長 

７番と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。 

委員 

どれくらいの土地造成が行われますか。 

事務局 

現在は草が生い茂っているため、伐採後に詳細は判断する見込みです。予定では、排水は北



方向で、高く埋立てする計画はないと聞いております。 

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。 

続きまして、第２５号議案「農地法第５条の規定による許可申請について」、３件出ており

ます。番号１の担当委員及び事務局は、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。譲受人は家族とアパートで暮らしていますが、手狭に

なってきたことから住宅建築するものです。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２０頁をご覧ください。申請地から少し東側に行くと市街化区域

が広がります。また、申請地の南側には、昨年度分家住宅建築の許可を出している土地があ

ります。周辺は、農地が少なく住宅が多い地域であり、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。 

２０頁を再びご覧ください。地図をご覧いただくと、申出地の北側には住宅地が広がり農地

の連なりはありません。西側及び東側は農地に接していますが、すぐに住宅地へつながりま

す。南側へ農地の連なりはありますが、店舗等までの広がりとなっています。よって、１０

ｈａ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。 

（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。譲受人は夫の実家敷地内に居住していますが、手狭に

なってきたことから住宅建築するものです。場所については、議案書の２１頁をご覧くださ

い。県道沿いにある農地で、隣には住宅がありますので、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 

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。 

２１頁を再びご覧ください。地図をご覧いただくと、申出地の東側には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種農地と判断しております。許可基準は、

住居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

ものであるため、第１種農地の要件、イ－（イ）－c－（e）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。 

（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、駐車場が不足しているため、自宅の北側に駐

車場を設置します。場所については、議案書の２２頁をご覧ください。公民館や保育園が近

く住宅が多い地域で、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。 

２２頁を再びご覧ください。地図をご覧いただくと、申請地周辺には住宅が多いことが分か

ります。また、南側には市街化区域が広がっています。これは、許可基準の、住宅、店舗、

事務所その他の事業用施設、公共施設又は公益的施設が連たんしている区域に当てはまるた

め、第３種農地としております。また、許可基準の表をご覧いただくと、第３種農地は許可

できると記載されているため、転用できる農地となります。 

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、第２６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」、１４件出ております。その内２件は相対の利用権設定、残りの１２件は農地中間

管理事業に関するものです。番号１と番号２は利用権設定を受ける者が同一のため、一括審

議とします。事務局は調査、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。これまで利用権設定を結んでいる方の期間満了が、昨年

の１２月末となっているため、その更新手続きとなります。場所については、議案書の２３

頁をご覧ください。事務局が農地を確認し、営農されていることを確認しているため、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 

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、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。所有者は、今まで違う方に農地を貸していましたが、返



却されたため、新たに利用権を設定するものです。今回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２４頁を

ご覧ください。耕作されている土地であり、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。 

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８は利用権設定を受ける者が同一のため、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、父から継いで農業をしてい

る方で、規模を拡大するものです。 

事務局への確認ですが、申請地周辺では、以前別の担い手と土地の賃借権が設定されていた

ので、今回の土地もその方にお願いしたほうが効率的ではないでしょうか。 

事務局 

今回の利用権設定は、ＪＡが間に入り、貸す方と借りる方の調整を行いました。ご指摘のと

おり、まとまった土地を耕作する方が効率は良いと思いますので、ＪＡとの連携を強めたい

と思います。 

議長 

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。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。 

事務局 

補足説明いたします。先程委員の方からのご指摘のとおり、近い農地を耕作したほうが効率

は良くなります。農地の集積・集約という言葉がありますが、半田市は今まで集積に力を入

れてきました。集積とは、人に農地を集めること、集約とは、土地をまとめることを指しま

す。半田市では、集積はかなり進んだので、今後は集約を進めていく必要があります。ご意

見ありがとうございます。 

議長 

農地の集約は、農地利用最適化推進委員の重要な仕事であると思いますので、積極的に進め

ていければと思います。 

３番から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） 

３番から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） 

３番から８番を承認・可決いたします。 

続きまして、番号９と番号１０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。今回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２５頁をご覧ください。

耕作されている土地であり、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。 

議長 

９番と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） 

９番と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） 

９番と１０番を承認・可決いたします。 

続きまして、番号１１と番号１２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。今回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２７頁をご覧ください。

耕作されている土地であり、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。 

議長 

１１番と１２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） 

１１番と１２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） 

１１番と１２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」２８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」２

９頁から３１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） 

 

これで第８回半田市農業委員会総会を閉会します。 

（午後２時５０分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


