
第３５回高山市農業委員会議事録 
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の許可申請に意見を付する件について 

 

日程第 ７ 

 

 

日程第 ８ 

 

 

議第２１９号 
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相続税の納税猶予に関する適格者証明について 

 

日程第 ９ 

 

議第２２１号 

 

農用地利用集積計画の決定について 
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○本日会議に出席した事務局職員 

事務局長  伏見七夫 

事務局次長 林篤志 

振興主事  中田義博 

農地主事  清水一徳 

書記    山内一弘、脇坂光生、宮垣津弘、武川尚、荒木順吉、松林彰、大

江泰一郎、柚原克彦、松田俊彦、舩坂康博、池田正人 
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職務代理 

 

 

ただいまより第３５回高山市農業委員会を開催いたします。 

本日、議席番号 １２番 大下宣夫 委員から欠席の報告がありま

したのでよろしくお願いします。 

なお、本日出席委員は ３６ 名中 ３５ 名であり過半数に

達しているため、農業委員会等に関する法律第２１条第３項の規

定により総会は成立しますことをご報告いたします。 

 

 

 

 

議  長 

続きまして、議長より挨拶を願います。 

 

 山にはこぶしの花が咲き、４月に入り春めいてきており農作業

も本格的に始まり大変忙しい時期となりました。 

 去る、３月２８日県農業会議の総会に参加いたしました。そん

な中、全国農業会議所より、国会の報告中、中間管理機構につい

ての付帯決議での国会議員やアドバイザーの意見では、規制改革

は、現場に会った形で推進すべきであり、ワーキンググループの

会議が現場とかけ離れている。と国会議員側が認識している。 

 ６月に最終結論が出てまいります。農業委員・ＪＡ・生産法人

についても改革案がだされます。 

 ＴＰＰ問題にしても、現場とかけ離れています。オーストラリ

アとのＥＰＡ交渉では、牛肉が関税ダウンとなるなど、農業には

風が強く吹いています。一年間穏やかな年でありますことを願う

ものです。本日も、難しい議案も多く皆様方の活発なご意見をい

ただきたいと思います。 

 任期もあと少しとなりましたが、健康に留意されてのご活躍を

お願いします。 

 

 

職務代理 ありがとうございました。 

それでは日程に従いただいまから議事に移ります。 

進行は議長が務めます。 

 

議 長 

 

議事前に農業委員会憲章の朗唱をお願いします。 

 （憲章朗唱） 



  

議     長 

 

日程第１ 議事録署名者の指名について を議題といたします。 

議事録署名者の指名については、議長指名で異議ございません

か。 

 （異議なし） 

 

議     長 

 

異議がありませんので、指名をさせていただきます。 

議席番号 ８番 中井作良 委員と、９番 向田誠 委員を指

名しますのでお願いします。 

 

議     長 

 

日程第２ 会期の決定について を議題といたします。 

会期は本日１日といたしたいと存じますが、異議ございません

か。 

 

 （異議なし） 

 

議     長 

 

異議なしと認めまして、会期は本日１日と決定いたします。 

 

それでは議事に移ります。 

日程第３ 報第５５号 農業生産法人の報告等について を議

題とします。 

事務局の説明を願います。 

 

清水農地

主 事 

それでは、農業生産法人報告提出状況について報告いたします。 

今回は４５法人のうち４法人についての報告となります。   

農業生産法人につきましては、４つの要件がございまして、①

法人形態②事業要件③構成員要件④役員要件について、報告を受

けた資料により総合的に確認しております。 

１番 清見町池本にあります有限会社の法人は、認定農業者で

もあり、畑３．０㏊を経営しトマト、トウモロコシ、菌床椎茸の

栽培販売を行っています。 

２番 奥飛騨温泉郷栃尾にあります有限会社は、認定農業者で

もあり、田０．３㏊、畑０．８㏊で計１．１㏊をドラゴンフルー

ツ、アセロラを栽培・販売をしております。 

３番 清見町三ツ谷にあります有限会社の法人は認定農業者で

もあり、田１．０㏊、畑０．２㏊で計１．２㏊を経営耕作し、水



稲、トマト栽培の他、肉用牛を１０２頭 肥育をしております。 

４番 冬頭町にあります株式会社の法人は認定農業者でもあ

り、田０．３㏊を経営し、菌床椎茸の栽培・販売をしています。 

以上ご報告いたします。 

 

議     長 以上、報告のとおり確認しました。 

 

それでは続いて、日程第４ 議第２１６号 農地法第３条の規

定による権利移動の許可について を議題とします。 

 

事務局の説明を求めます。 

 

舩坂書記 

 

本日上程しました案件につきましては、農地法第３条第２項の

各号には該当していないことを事前に審査しており、許可要件を

満たしております。また、受人の耕作面積並びに農業従事者につ

いても申請書記載内容を確認しておりますのでご了承願います。 

本日は、９件の上程となります。 

１番は、上切町地内の案件になります。受人は申請地北側に隣

接する田２筆９１９㎡を所有しており、田３筆８６９．３４㎡を

経営規模拡大のため取得するものです。受人の耕作面積は５，２

７３㎡で、作付けについては水稲を予定しております。 

２番は、下切町地内の案件になります。田２筆３８１㎡を経営

規模拡大のため取得するものです。受人の耕作面積は９，５４８

㎡で、作付けについては緑肥用茅を予定しております。受人は昨

年、解除条件付で農地を借り受けてカブ栽培を行っており、今年

２月の実績報告により適正に営農されていることを確認しており

ます。今後、法人を立ち上げ生産法人として認定を受けて経営規

模拡大により高山産として無農薬野菜の加工・販売を目指す予定

です。 

３番は、漆垣内町地内の案件になります。受人は申請地に隣接

して農地１，１７３㎡を所有しており、田、畑合わせて２筆４８．

６１㎡を隣地取得し一体利用するものです。受人の耕作面積は２

３，４６９㎡で、作付けについては水稲を予定しております。 

４番は、丹生川町町方地内の案件になります。この案件は２月

１０日開催の第３２回農業委員会において買受適格証明を行った

もので、公売による売却決定を受け、田１筆１，８０１㎡を経営



規模拡大のため取得するものです。受人の耕作面積は６，１４５

㎡で、作付けについては水稲を予定しております。 

５番は、丹生川町新張地内の案件になります。田４筆１０，６

０９㎡を親から子へ贈与するものです。受人の耕作面積は４３，

９６０㎡で、作付けについては水稲を予定しております。 

６番は、清見町三ツ谷地内の案件になります。田２筆３，２３

６㎡を経営規模拡大のため取得するものです。受人の耕作面積は

１２，７０２㎡で、作付けについては水稲を予定しております。 

７番は、清見町池本地内の案件になります。貸人は農業者年金

特定処分対象農地を合意解約し、その一部を分家住宅に転用した

ことに伴い、転用面積を除いた田、畑１７筆１８，１０６㎡を親

から子へ経営移譲のやり直しのため使用貸借権を設定するもので

す。借人の耕作面積は２２，８７６㎡で、作付けについては水稲、

施設園芸を予定しております。 

８番は、久々野町無数河地内の案件になります。受人は申請地

の周囲に農地を所有しており、田１筆４２３㎡を隣地取得するも

のです。受人の耕作面積は３，３１１㎡で、作付けについては水

稲を予定しております。 

９番は、国府町三日町、蓑輪地内の案件になります。田、畑７

筆４，５２１㎡を父から子へ経営移譲のため使用貸借権を設定す

るものです。借人の耕作面積は５，８９８㎡で、作付けについて

は水稲、露地野菜を予定しております。 

 

以上 ９件、田３１筆、畑８筆、合わせて３９筆、３９，９９

４．９５㎡について、ご審議をお願いいたします。 

 

議 長 

 

ただいまの件についてご意見ございませんか。 

 

 

 

 

（意見なし） 

 

議 長 

 

ご意見がありませんので異議なしと認め、農地法第３条の規定

による権利移動の許可について、許可することと決定いたします。 

 



議 長 

 

続きまして、日程第５ 議第２１７号 農地法第４条の規定に

よる使用目的変更の許可申請に意見を付する件について を議題

とします。 

 

事務局の説明を願います。 

 

舩坂書記 最初に、農地区分は１０㏊以上の集団農地を第１種農地、市街

地区域内の用途指定区域を第３種農地、また市街地区域内にある

第３種農地には該当しないもの及び市街地近郊農地を第２種農地

と判断し、上程にあたっては農地転用許可基準に基づき、立地基

準・一般基準に照合しつつ事前審査し確認しておりますので予め

報告をいたします。 

本日は７件の上程となります。 

１番は、冬頭町地内の案件になります。田２筆８２４㎡を賃貸

アパートとして転用するもので、１筆に建築面積約２２７㎡、２

階建て８部屋の賃貸アパートと、１筆には付随する１６台分の駐

車場が計画されています。 

２番は、三福寺町地内の案件になります。田１筆６０４㎡の内

４５０㎡を一般個人住宅として転用するもので、建築面積約６２

㎡の２階建て住宅を計画しています。 

３番は、桐生町５丁目地内の案件になります。田３筆１，６５

４㎡を貸駐車場および一部申請者の住宅敷地として転用するもの

です。すでに住宅敷地の一部として、また、駐車場敷地の埋立て

整地を行っており、追認を求める案件になります。始末書も添付

されています。なお、貸駐車場は２９台分が計画され、周辺住民

の駐車場、および、後ほどご審議いただく５条７番の宅地分譲に

よる駐車場として利用するものす。 

４番は、丹生川町坊方地内の案件になります。畑１筆１２６㎡

を住宅の進入路および倉庫敷地として転用するものです。これま

で農業用資材倉庫（４９㎡）として利用しておりましたが、現住

宅の老朽化に伴い取り壊しと住宅新築をするに当たり、幅員３．

５ｍの住宅進入路および宅地の一体利用を行うものです。 

５番は、丹生川町新張地内の案件になります。農振農用地であ

る田１筆１，０１１㎡を農地の嵩上げを目的として許可より３年

間の一時転用を行うものです。隣接する所有農地と同じ高さにし

作業の効率化を図るもので、公共工事等による残土を利用し１．



３ｍの嵩上げを計画しています。なお、農地復元誓約書も添付さ

れております。 

６番は、久々野町久々野地内の案件になります。田、畑合わせ

て７筆６，０８７㎡を植林目的に転用するもので、申請地は山間

にあり耕作困難であるため、杉やヒノキを植林し周辺の山林と一

体管理をするものです。 

７番は、久々野町久々野地内の案件になります。畑１筆１５８

㎡を住宅敷地として転用するもので、かなり古い時期に土蔵とし

て利用されており、追認を求めるものです。なお、始末書も添付

されております。 

 

以上、７件、田１１筆、畑５筆、合わせて１６筆、１０，３１

０㎡につきまして、ご審議をお願いいたします。 

 

議 長 ただいまの件についてご意見ございませんか。 

 

 （意見なし） 

 

議 長 ご意見がありませんので異議なしと認め、農地法第４条の規定

による使用目的変更の許可申請に意見を付する件について、許可

相当として意見を付することに決定いたします。 

 

続きまして、日程第６ 議第２１８号 農地法第５条の規定に

よる権利移動の上使用目的変更の許可申請に意見を付する件につ

いて を議題とします。 

 

事務局の説明を願います。 

 

 

舩坂書記 

 

当５条においても許可の立地基準・一般基準に照合しつつ、い

ずれも農振外であることを確認しておりますので報告いたしま

す。 

本日は、１２件の上程となります。 

１番は、赤保木町地内の案件になります。田２筆合２，０６１

㎡について、受人が分譲住宅として転用するもので、渡人はこれ



に応じるものです。道路および１２区画を整備し、建売住宅とし

て建築面積約６２㎡の２階建て住宅を建築する計画です。 

２番は、三福寺町地内の案件になります。田１筆１，１８５㎡

について、受人が分譲住宅として転用するもので、渡人はこれに

応じるものです。道路を挟み５区画を整備し、建売住宅として建

築面積約６９㎡の２階建て住宅をそれぞれ建築する計画です。 

３番は、桐生町２丁目地内の案件になります。田５筆８３１．

０５㎡について、受人が宅地分譲として転用するもので、渡人８

名はこれに応じるものです。道路および３区画の分譲を計画して

おります。 

４～７番は関連がありますので一括説明いたします。桐生町５

丁目地内の案件になります。４～６番はそれぞれの受人が農地の

一部について住宅の庭として一体利用するため、田１筆３５６㎡

の内、４番は５５㎡、５番は１３９㎡、６番は４０㎡を転用する

ものです。７番は、４～６番の残地を含めた田５筆１，５３６㎡

について、受人が宅地分譲として転用するものです。６区画の分

譲地と道路を計画しております。 

８番は、丹生川町北方地内の案件になります。平成２５年度の

農振用途変更案件で、畑１筆９，４４５㎡について、借人が野菜

や花きの種苗生産と販売を拡大するため育苗ハウス、作業棟とし

て転用するものです。建築面積約３８９㎡の作業棟１棟と、約８

００㎡の栽培ハウス３棟を計画しております。 

９番、１０番は、関連がありますので一括説明いたします。荘

川町野々俣地内の案件になります。９番は田１筆４６０㎡を、１

０番は田１筆８２㎡を借人が資材置場として一時転用するもの

で、貸人２名はこれに応じるものです。借人は東海北陸自動車道

の野々俣橋等工事に伴い、作業に必要な資機材置場として使用す

るもので、許可日より平成２８年２月２９日までの一時転用で、

農地復元誓約書も添付されております。 

１１番は、一之宮町字砂畑地内の案件になります。田１筆５９

５㎡について、受人が資材置場、駐車場として転用するもので、

渡人はこれに応じるものです。受人は不動産業のほか、土木建築

請負業も営んでおり、砕石や木材の置場、運搬車両の駐車場とし

て利用するものです。 

１２番は、久々野町久々野地内の案件になります。畑１筆１５

８㎡について、借人が農業用車庫、倉庫として転用するもので、



父から子へ使用貸借権を設定するものです。すでに農業用施設と

して利用しておりますが、経営移譲に伴い許可を申請したもので

す。 

 

以上 １２件、田１９筆、畑２筆、合わせて２１筆、１６，５

８７．０５㎡について、ご審議をお願いいたします。 

 

 

議 長 ただいま説明の件に対し、ご意見等ございませんか。 

 

 （異議なし） 

 

議 長 ご意見等もございませんので、異議なしと認めまして、農地法

第５条の規定による権利移動の上使用目的変更の許可申請に意見

を付する件について、許可相当として意見を付することに決定い

たします。 

続きまして、日程第７ 議第２１９号 現況農地でないものの

証明願に意見を付する件について を議題といたします。 

 

事務局より説明を願います。 

 

舩坂書記 

 

本日は、７件の上程となります。 

 

 １～３番は、関連がありますので一括説明いたします。石浦町

８丁目地内の案件になります。１～３番には３つの建物が存在し

ており、それぞれ宅地として地目認定を求めるものです。１番は

田４筆７３９㎡について２筆は昭和５２年頃、２筆は昭和４９年

７月、２番は田１筆１１４㎡について昭和５２年頃、３番は田２

筆８５㎡について昭和年月日不詳として、建築年次がそれぞれ家

屋登記簿に記載されており、宅地となってから２０年以上経過し

ていることを確認しております。 

 ４番は、丹生川町白井地内の案件になります。申請人住宅の宅

地に隣接する畑１筆８０５㎡について宅宅地として地目認定を求

めるもので、すでに住宅の一部と倉庫が存在しており、昭和１７

年頃として、建築年次が家屋登記簿に記載されていることを確認

しております。 



 ５～７番は、関連がありますので一括説明いたします。朝日町

甲地内の案件になります。現在も建物が存在しており、５番は田

２筆７９２㎡、６番は田１筆４２㎡、７番は田２筆３８０㎡につ

いて宅地として地目認定を求めるものです。いずれも平成２年頃

より利用されており、旧朝日村のセンター設置及び管理に関する

条例、土地所有者との土地貸借契約により確認をしております。 

 

 以上、７件について、ご審議をお願いいたします。 

 

 

議 長 

 

 

ただいま説明の件に対し、ご意見等ございませんか。 

 

 （異議なし） 

 

議 長 

 

ご意見等もございませんので、異議なしと認めまして、現況農

地でないものの証明願に意見を付する件について、意見なしとい

たします。 

 

議 長 

 

 

 

続きまして、日程第８ 議第２２０号 相続税の納税猶予に関

する適格者証明について を議題といたします。 

 

事務局より説明を願います。 

 

舩坂書記 本日は、１件の上程となります。 

１番は、千島町地内の案件になります。相続人は認定農業者で

施設園芸（ほうれん草）、水稲の経営をしております。被相続人

の所有農地のうち田８筆８，４３３㎡を特例農地として適格証明

を求めるもので、いずれも施設園芸、露地野菜として農地利用を

しており、今後も耕作を続ける意思があることを確認しておりま

す。 

以上、１件につきまして、ご審議を願いいたします。 

 

議 長 ただいまの説明についてご意見ございませんか。 

 



 （異議なし） 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

意見がございませんので、異議なしと認めまして、相続税の納

税猶予に関する適格者証明について、承認といたします。 

 

続きまして、日程第９ 議第２２１号 農用地利用集積計画の

決定について を議題といたします。 

１～１３番は委員案件でありますので該当委員には退室いただ

きます。酒井委員に退室願います。 

 

（酒井委員退室） 

 

事務局の説明を願います。 

 

舩坂書記 

 

 

 

本日は４６件の利用権設定、４件の所有権移転、併せて５０件

についての上程です。なお、当申請については農業経営基盤強化

促進法第１８条第３項による要件に該当しております。 

１～１３番は委員関連案件ですので、最初にご説明いたします。 

１～１３番について、農業生産法人で認定農業者ある借人は水

稲、大麦の経営をしており、田、畑２９筆３２，６３２㎡を新規、

更新１～１０年の賃貸借権を設定し、水稲の生産を行うものです。 

 

以上、１～１３番につきまして、ご審議を願いいたします。 

 

議 長 

 

ただいまの件についてご意見ございませんか。 

 

 

 

（異議なし） 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

意見がございませんので、異議なしと認めまして、農用地利用

集積計画の決定について、１～１３番について承認といたします。 

酒井委員には入室願います。 

 

（酒井委員入室） 

 

 引き続きまして、農用地利用集積計画の決定について、１４

番以降について議題といたします。 



 

 事務局の説明を求めます。 

 

舩坂書記 それでは引き続き、１４番以降のご説明をいたします。 

１４番について、認定農業者である借人は果樹（リンゴ、桃、

ぶどう）の経営をしており、畑３筆５，９５０㎡を新規５年の賃

貸借権を設定し、果樹の生産を行うものです。 

１５番について、地域の担い手である借人は施設園芸（ほうれ

ん草）の経営をしており、田１筆５２３㎡を更新５年の賃貸借権

を設定し、引き続き水稲を生産するものです。 

１６番について、認定農業者である借人は水稲、施設園芸（ほ

うれん草）の経営をしており、田７筆４，８８６㎡を更新５年の

賃貸借権を設定し、引き続き水稲を生産するものです。 

１７番について、認定農業者である借人は施設園芸（トマト、

ほうれん草）、水稲の経営をしており、畑１筆１，５６４㎡を更

新５年の賃貸借権を設定し、施設園芸として利用するものです。 

１８～２０番について、認定農業者である借人は施設園芸（メ

ロン）、肉用牛（繁殖１２頭）、水稲の経営をしており、田５筆

４，６３４㎡を新規４～１０年の賃貸借権を設定し、水稲の生産

を行うものです。 

２１～２２番について、認定農業者である借人は施設園芸（ト

マト）の経営をしており、田７筆６，０６４㎡を新規６年の賃貸

借権、使用貸借権を設定し、水稲の生産を行うものです。 

２３番について、地域の担い手である借人は水稲の経営をして

おり、畑１筆１，５５７㎡を更新１０年の賃貸借権を設定し、引

き続き水稲の生産を行うものです。 

２４番について、認定農業者である借人は施設園芸（トマト）、

肉用牛（繁殖２２頭）、水稲の経営をしており、田３筆２，７９

１㎡を新規６年の賃貸借権を設定し、水稲の生産を行うものです。 

２５番について、一般法人で認定農業者である借人は施設園芸

（ほうれん草）の経営をしており、畑２筆３，８８８㎡を新規６

年の解除条件付き賃貸借権を設定し、施設園芸として利用するも

のです。 

２６番について、認定農業者である借人は水稲、露地野菜の経

営をしており、田２筆２，４９２㎡を更新６年の賃貸借権を設定

し、引き続き水稲の生産を行うものです。 



２７番について、認定農業者である借人は施設園芸（トマト）、

水稲の経営をしており、田、畑２筆３，１３５㎡を更新１年の賃

貸借権を設定し、施設園芸として利用するものです。 

２８番について、認定農業者である借人は施設園芸（ほうれん

草）、露地野菜の経営をしており、田２筆８，７０１㎡を更新４

年の賃貸借権を設定し、施設園芸として利用するものです。 

２９～３１番について、農業生産法人で認定農業者である借人

は複合経営をしており、田５筆５，１８７㎡を新規１０年の使用

貸借権を設定し、そばを生産するものです。 

３２番について、農業生産法人で認定農業者である借人は肉用

牛（肥育４５０頭）の経営をしており、田１筆１，５６５㎡を新

規１０年の使用貸借権を設定し、水稲の生産をするものです。 

３３番について、借人は水稲の経営をしており、田３筆１，７

３８㎡を新規３年の解除条件付き賃貸借権を設定し、水稲の生産

をするものです。当該地は昨年耕作されず、土地所有者も今後耕

作の意向がないことから、荒廃化の恐れのある農地を有効活用す

るものです。 

３４番について、認定農業者である借人は肉用牛（繁殖４６頭）

の経営をしており、田１筆２，１７８㎡を新規６年の使用貸借権

を設定し、飼料稲を生産するものです。 

３５～３７番について、人・農地プランに位置づけられた担い

手である借人は水稲の経営をしており、田、畑６筆５，１４５㎡

を新規６年の賃貸借権、使用貸借権を設定し、水稲の生産をする

ものです。 

３８番について、認定農業者である借人は水稲の経営をしてお

り、田２筆１，１７１㎡を更新１０年の賃貸借権を設定し、引き

続き水稲の生産をするものです。 

３９番について、認定農業者である借人は施設園芸（トマト）、

水稲の経営をしており、田１筆３，９６３㎡を更新１０年の賃貸

借権を設定し、引き続きトマトの生産をするものです。 

４０～４３番について、農地利用集積円滑化団体である借人は、

円滑化事業に伴い農地所有者４名より委任を受け、田、畑９筆１

０，０６５㎡を新規６～９年の賃貸借権を設定するものです。 

４４番について、地域の担い手である借人は水稲、露地野菜の

経営をしており、円滑化事業に伴い田２筆１，６４５㎡を新規６

年の賃貸借権を設定し、水稲の生産を行うものです。 



４５番について、新規就農計画認定者である借人は施設園芸（ト

マト）の経営を行うため、畑１筆１，５５９㎡を新規９年の賃貸

借権を設定し、トマトの生産を行うものです。 

４６番について、飛騨市の認定農業者である借人は水稲の経営

をしており、田６筆６，８６１㎡を新規６年の賃貸借権を設定し、

水稲の生産を行うものです。 

４７番について、認定農業者である買い手は施設園芸（トマト、

メロン）、水稲の経営をしており、田１筆１，６１６㎡を取得し、

水稲を生産するものです。 

４８番について、認定農業者である買い手は施設園芸（ほうれ

ん草）の経営をしており、農振農用地である田１筆１，９４７㎡

を取得し水稲を生産するものです。 

４９番について、農業生産法人で認定農業者である買い手は肉

用牛（肥育３６０頭）の経営をしており、農振農用地である田１

筆１，６００㎡を取得し水稲を生産するものです。 

５０番について、認定農業者である買い手は施設園芸（トマト）、

水稲育苗の経営をしており、農振農用地である田２筆１，３３８

㎡を取得し水稲を生産するものです。 

 

以上、１４番以降、所有権移転４件を含む３７件につきまして

ご審議をお願いいたします。 

 

 

議 長 ただいまの説明についてご意見ございませんか。 

 

 （異議なし） 

 

議 長 

 

ご意見がございませんので、異議なしと認め農用地利用集積の

決定について、１４番以降については承認といたします。 

 

 

 

以上で本日予定していました議事は終わりましたが、その他ご

意見等ございませんか。 

 

（発言なし） 

 

 



それではこれをもちまして、第３５回高山市農業委員会を閉会

いたします。ありがとうございました。  

 

 

午後５時 終了 
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