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平成３１年度 第１回定例総会議事録 

 

１．日 時  平成３１年４月２５日 午後１時３０分 

２．場 所  春日住民センター大会議室 

３．出席者 

○農業委員 （２２名） 

 （柏原地域） １番 古倉 一郎  ２番 矢本 規夫 

 （氷上地域） ３番 足立 正典  ４番 田中 保夫   

        ６番 山本 育男  ７番 山本 定夫  ８番 足立 康裕 

 （青垣地域） 10番 足立 俊哉  11番 足立 信昭 

12番 秋山佐登子 

 （春日地域） 13番 近藤 眞治  14番 婦木 克則  15番 三村 俊一 

        16番 善積 久行 

 （山南地域） 17番 岸本 好量  18番 田中 耕作  19番 野垣 克已 

        20番 和田 憲治 

 （市島地域） 21番 荒木 嘉信  22番 杉山 重利  23番 須原 芳夫 

24番 橋本 慎司 

○欠席（２名） ５番 德田 義信  ９番 足立 篤夫 

○事務局（３名） 

４．議事 

  議案第 １ 号 農地法第３条の規定による許可申請承認について 

  議案第 ２ 号 農地法第４条の規定による許可申請承認について 

  議案第 ３ 号 農地法第５条の規定による許可申請承認について 

  議案第 ４ 号 非農地証明願承認について 

  議案第 ５ 号 地籍調査事業における農地の転用事実に関する回答について（別冊） 

  議案第 ６ 号 農用地利用集積計画の決定について（別冊） 

  報告第 １ 号 農地の一時利用の届出について 

  報告第 ２ 号 農地の形状変更届について 

  報告第 ３ 号 農地法施行規則該当転用届について 

  報告第 ４ 号 公共工事の届出について 

  報告第 ５ 号 農地法第４条の規定による許可の取消願について 

 

５．報告・協議事項 

  報告第 ６ 号 農業経営改善計画の認定について（別冊） 

６．閉会 

 

１．開会 

 

○議長 只今より平成３１年度第１回定例総会を開催いたします。 

〇事務局 人事異動の挨拶。 
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  次に、丹波市農業委員会統一事項の追加についての報告でございます。お手元資料に丹波市

農業委員会の統一事項及び他課申し合わせ事項、最終ページ、７ページ分だけを机上に置かせ

ていただいております。それを御覧ください。 

  表があって下の方、一つは、２月の定例総会でお決めいただいたことと、それから、本日午

前中の運営委員会で決定いただいたことについて追記をさせていただいております。改めて報

告なり説明なりをさせていただきたいと思います。 

  一つには、平成３１年２月２５日の定例総会の分となります。これは一時利用についての同

意書の関係でございます。読ませていただきます。 

  一時利用の同意について、自治会、農会、多面的機能支払交付金活動組織、土地改良区等の

団体が実施する場合、添付書類は地域の同意書等は省略し、位置図、工事図面のみで受け付け

るということで、より地域が主体となっておる事業の場合は、地域全体の同意のもとに事業が

実施されておるからということで、この場合のみ自治会、農会、また所有者の同意書について

は添付いただくことを割愛させていただくとお決めいただいたことを改めて書いておるところ

でございます。 

  それから、本日、午前中にお話しいただいた件です。農地法３条、法人の３条申請の場合で

す。読ませていただくと、「法人が農業経営開始時に農地を借り受けようとする場合、解除条

件付貸借契約書を添付した農地法第３条申請で受け付けるものとする。（個人経営の認定農業

者等が法人化し、経営農地の移し替えをする場合は利用権設定で受け付ける。）」 

ここまではこれまでと同じルールでございます。それを改めて書かせていただきました。 

  残り３行が新しいところです。「その際、申請農地の一部が相続未登記または農地所有者が

農業者年金の経営移譲年金受給者であることで農地法第３条申請が困難な場合は、当該農地の

み利用権設定による貸借を認めるものとする。」と。要するに、新たに経営を開始される法人

さんがいらっしゃる場合、当然に経営内容を把握するため３条申請をお願いしております。た

だ、例えば１０筆の農地を借り入れて経営を始めようとする場合、そのうちの何筆かが、例え

ば所有者が経営移譲年金をもらっていると。３条で貸してしまうと年金が止まってしまうとか、

相続が未登記なので、ちょっと他にも権利を持たれている方がたくさんいらっしゃるので、ち

ょっと３条はしにくいとか、そういう場合がございます。そうした時には、他の残りの分を３

条申請されて、経営内容等がきっちり把握できれば、やむを得ない部分については同月の利用

権設定で受け付けてもやむを得ないのではないか。そのことを書かせてもらって、お決めいた

だいて、新たに追記させていただきました。このことを説明なり報告をさせていただきたいと

思いますので、よろしくお願いします。 

  御確認いただければ、それぞれお手持ちの冊子に統一事項が１ページから７ページまで入っ

ています。７ページ部分をちょっと差し替えていただいたら幸いかと。このように思いますの

で、よろしくお願いします。 

  それでは、最後ですけれども、議案書の訂正を何点かお願いしたいので、申し訳ございませ

んが議案書をお開きください。 

  まず、４ページでございます。第３条申請、９番になります。○○さんの案件で、ちょっと

詳しくはまた審議いただく時にお話があるかと思うんですけれども、親子間の生前贈与になり

ます。よってということで確認したところ、経営耕作面積が０と書かせていただいているので

すが、既にお手伝いされていることの確認がとれましたので、今回の３条申請をされる分、全
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部で４，８６３平米、０から４，８６３平米に訂正をよろしくお願いいたします。 

  それから、３５ページになります。農地法第５条の申請でございます。２番です。備考をご

覧いただきましたら借入金で○○円とありますが、最終的に自己資金の証明書が上がってまい

りました。よって、借入金を削除いただいて、自己資金に修正を願います。 

  最後は、５８ページになります。非農地証明願です。番号１番です。番号１番のところ、○

○で３筆でございます。３筆ある一番下のところ、○○の○○番につきまして、登記地目を畑

とさせていただいておったのですが、済みません、これは確認したところ、畑から田に修正を

願います。ミスをしておりまして、申し訳ございませんでした。 

  以上でございます。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  それでは、古倉会長より開会の挨拶をお願いいたします。 

 

２．会長挨拶 

○古倉一郎会長 （挨拶） 

○山本育男委員 （挨拶） 

〇事務局 本日、５番の德田義信委員、９番の足立篤夫委員から欠席届が提出されております。

農業委員２４名の内２２名出席いただいておりますので、農業委員会等に関する法律第２７条

の規定により、この会議が成立することを報告させていただきます。 

   

３．議事録署名委員の指名 

○議長 議事録署名委員の指名について、指名させていただきます。議席番号１０番足立俊哉委

員、議席番号１１番足立信昭委員、両名、よろしくお願いいたします。 

 

４．議事 

 

～議案第１号 番号１、番号２、番号３、番号４、番号５、番号６、番号７、 

番号８、番号９、番号１０、番号１１、番号１２、番号１３、番号１４ 

番号１５、番号１６、番号１７、番号１８～ 

 

○議長 それでは、議事に入ります。 

  議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請承認について、事務局、説明をお願いいた

します。 

○事務局 議案第１号、１番、２番、３番、４番、５番、６番朗読。 

○議長 はい。それでは、氷上地域委員会からの確認報告をお願いいたします。 

○委員 失礼いたします。番号１番を○番の○○が説明いたします。 

  １番は、農地を贈与により取得し農業経営を開始したいというもので、７ページと８ページ

に図面を載せています。地域委員会としては、農地法第３条第２項各号の全部効率利用要件、

農作業の常時従事要件、下限面積及び地域調和要件等に適合しており、許可要件の全てを満た

していることを確認しています。なお、譲受人の住所は春日町でありますが、譲渡人とは姉妹

であり、譲渡人の住居は○○地内にありますので、ここを拠点として農業経営を開始する計画
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です。また、大型機械は拠点となる住宅の隣人から借用し、農業についてもこの隣人から教わ

ることを確認しております。御審議のほど、よろしくお願いいたします。なお、この譲渡人は

全筆、妹さんに贈与されるということで、残地はありません。以上です。 

○委員 番号２番、３番、４番を、○番○○が説明いたします。 

  ２番は、農地を売買により取得し経営規模を拡大したいというもので、９ページに図面を添

付しています。地域委員会としては、農地法第３条第２項各号の全部効率利用要件、農作業の

常時従事要件、下限面積及び地域調和要件等に適合しており、許可要件の全てを満たしている

ことを確認しております。 

  ３番は、同じく農地を売買により取得し経営規模を拡大したいというもので、同じく９ペー

ジに図面を添付しております。地域委員会としては、農地法第３条第２項各号の全部効率利用

要件、農作業の常時従事要件、下限面積及び地域調和要件等に適合しており、許可要件の全て

を満たしていることを確認しております。 

  続きまして、４番でございます。４番は、同じく農地を売買により取得し経営規模を拡大し

たいというもので、９ページに図面を添付しております。地域委員会としては、農地法第３条

第２項各号の全部効率利用要件、農作業の常時従事要件、下限面積及び地域調和要件等に適合

しており、許可要件の全てを満たしていることを確認しています。御審議のほど、よろしくお

願いします。 

  なお４番につきまして、譲受人が３０年前に農地法の許可を得て自宅を建築したにもかかわ

らず、その後、地目変更登記を怠っていたため農地転用ができていませんでしたので、３カ月

以内に非農地証明願を提出するとの誓約書が添付されています。以上です。 

〇委員 番号５番を、○番○○が御説明させていただきます。 

  ５番は、売買により農地を取得し経営規模を拡大したいというもので、１０ページに図面を

添付しております。地域委員会としては、農地法第３条第２項各号の全部効率利用要件、農作

業の常時従事要件、下限面積及び地域調和要件等に適合しており、許可要件の全てを満たして

いることを確認しています。 

  なお、譲受人の住所ですが、○○市になっておりますが、○○地内に拠点となる住居、倉庫、

機械等もあり問題ないと思われます。御審議、よろしくお願いいたします。 

〇委員 ６番を、○番○○が説明します。 

  ６番は、売買により農地を取得し経営規模を拡大したいというもので、１１ページに図面を

添付しております。地域委員会としては、農地法第３条第２項各号の全部効率利用要件、農作

業の常時従事要件、下限面積及び地域調和要件等に適合しており、許可要件の全てを満たして

いることを確認しています。 

  なお、今回の申請で譲渡人の農地はなくなり、経営廃止となります。御審議のほど、よろし

くお願いいたします。以上です。 

○議長 確認報告が終わりました。 

  それでは、番号１番について意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 はい。意見等がないようですので採決をとります。 

  番号１番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長 はい。異議はございませんので、番号１番は許可すべきものと決定いたします。 

  続きまして、番号２番について意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 はい。番号２番について意見等がございませんので、採決をとります。 

  番号２番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 はい。異議はございませんので、番号２番は許可すべきものと決定いたします。 

  次に、番号３番について意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 はい。意見等がないようですので採決をとります。 

  番号３番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議はございませんので、番号３番は許可すべきものと決定いたします。 

  続きまして、番号４番について意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 はい。意見等がないようですので採決をとります。 

  番号４番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長 はい。異議はございませんので、番号４番は許可すべきものと決定いたします。 

  続きまして、番号５番について意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 はい。意見等がないようですので採決をとります。 

  番号５番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議はございませんので、番号１番は許可すべきものと決定いたします。 

  番号６番について、意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 はい。意見等がないようですので採決をとります。 

  番号６番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議はございませんので、番号６番は許可すべきものと決定いたします。 

  続きまして青垣町の案件を事務局、説明をお願いいたします。 

〇事務局 議案第１号７番、８番、９番朗読。 

〇議長 はい。それでは、青垣地域委員会からの確認報告をお願いいたします。 

〇委員 それでは７番、８番、９番を、○番の○○が説明をいたします。 

  ７番から説明いたします。７番は、農地を売買により取得し経営規模を拡大したいというも

のです。１２ページに図面をつけております。地域委員会としては、農地法第３条第２項各号

の全部効率利用要件、農作業の常時従事要件、下限面積及び地域調和要件等に適合しており、

許可要件の全てを満たしていることを確認いたしております。この誓約書ですけども、昭和４

５年頃から駐車場用地として利用している所があり、現況に基づき来月、非農地証明願を提出
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しますという誓約書でございます。なお、譲渡人の農地はこれで終わりでございます。 

  続きまして、８番。○番の○○が説明いたします。８番は、農地を売買により取得し経営規

模を拡大したいというもので、１３ページに図面をつけております。地域委員会といたしまし

ては、農地法第３条第２項各号の全部効率利用要件、農作業の常時従事要件、下限面積及び地

域調和要件等に適合しており、許可要件の全てを満たしていることを確認いたしております。 

譲渡人の農地は、これで終わりでございます。 

続きまして、９番。○番の○○が説明いたします。９番は生前贈与により農地の経営規模を

拡大したいというもので、図面は１４ページにつけております。地域委員会といたしましては、

農地法第３条第２項各号の全部効率利用要件、農作業の常時従事要件、下限面積及び地域調和

要件等に適合しており、許可要件の全てを満たしていることを確認いたしております。審議の

ほど、よろしくお願いいたします。なお誓約書につきましては、登記地目が畑、今現在、山林

となっている分がありまして、その分につきましては来月、非農地証明願を出させていただく

ということでございます。なお、住んでおられる所は○○の○○市ですけども、大体、○○か

らこのお家まで帰られるのは２時間ほどかかるということで、前に住んでおられた家がそのま

ま残っておりまして、農繁期等にはもう泊まりがけで５人そろって帰って農業をしておられた

のが今までの状況でございます。自治会等の付き合いもしておられ、自治会費も払い、また、

日役等にも出席しておられることを確認いたしております。それと、第一、農作業に必要な農

機具はほとんど揃っております。トラクター、田植え機、コンバイン、乾燥機、耕耘機、草刈

り機等々を揃えておられます。また、近所の自治会の人に聞くと、地元の農業者よりも熱心に

農業に取り組んでおられるということでございます。 

  以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 はい。確認報告が終わりました。 

  それでは、番号７番について意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号７番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議はございませんので、番号７番は許可すべきものと決定いたします。 

  次に番号８番に入るのですが、農業委員会等に関する法律第３１条に該当する方がおられま

すので、退席を願います。 

（該当委員退席） 

  それでは、番号８番について意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号８番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 はい。異議はございませんので、番号８番は許可すべきものと決定いたします。 

  復席をお願いいたします。 

（該当委員復席） 

  続きまして、番号９番について意見等はございませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号９番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議はございませんので、番号９番は許可すべきものと決定いたします。 

  続いて春日町の案件を事務局、説明をお願いいたします。 

〇事務局 議案第１号１０番、１１番、１２番、１３番、１４番、報告第３号１番朗読。 

○議長 はい。それでは、春日地域委員会からの確認報告をお願いいたします。 

〇委員 １０番、１１番、１２番、１３番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  １０番は、農地を売買により取得し経営規模を拡大したいというもので、図面は１５ページ

に示しているとおりです。春日地域委員会としましては、農地法第３条第２項各号の全部効率

利用要件、農作業の常時従事要件、下限面積要件及び地域調和要件等に適合しており、許可要

件の全てを満たしているものと確認しております。また、譲渡人には、家の後ろに少し農地が

残っていますが、ほとんどの農地がこれでなくなることになります。 

  １１番も同じように、農地を売買により取得し経営規模を拡大したいというもので、図面は

１６ページに示しております。誓約書が添付されておりますが、これは５０年ほど前に養鶏場

となって使用していたため、登記地目が田の２８３平米の所がございますが、現況が宅地とな

っておりますので、６月の申請で農地法の申請をしたいという誓約書でございます。農地法第

３条第２項各号の全部効率利用要件、農作業の常時従事要件、下限面積要件及び地域調和要件

等に適合しており、許可要件の全てを満たしているものと確認しております。なお、譲渡人は、

他に利用権の設定がされて適正に管理されている農地がございます。 

  １２番は、同じく農地を売買により取得し経営規模を拡大したいというもので、図面は１７

ページに示しております。農地法第３条第２項各号の全部効率利用要件、農作業の常時従事要

件、下限面積要件及び地域調和要件等に適合しており、許可要件の全てを満たしているものと

確認しております。譲渡人は、まだ家の周りに本人の自作の農地を少し持っておりますが、そ

れは適正に管理しておられます。 

  １３番は、農地を売買により取得して経営規模を拡大したいというもので、図面は１８ペー

ジでございます。農地法第３条第２項各号の全部効率利用要件、農作業の常時従事要件、下限

面積及び地域調和要件等に適合しており、許可要件の全てを満たしているものと確認しており

ます。 

  以上です。よろしく御審議、お願いいたします。 

〇委員 番号１４番を、議席番号○の○○が説明します。 

  １４番は、農地を売買により取得し経営規模を拡大したいというもので、１９ページに位置

図をつけています。地域委員会としましては、農地法第３条第２項各号の全部効率利用要件、

農作業の常時従事要件、下限面積及び地域調和要件等に適合しており、許可要件の全てを満た

していることを確認しています。譲渡人は今回の申請で農業経営は廃止されます。譲渡人の８

７ページの所有農地の中に、農業倉庫として利用している農地があるため２アール未満の届出

を提出しております。御審議のほど、よろしくお願いいたします。なお、経過書をいただきま

した。○○番の土地については、昭和６２年頃から○○さんの父親が農作業用機具の置き場所

として設置したものです。本来、農地に建築物を造るには許可が必要であることを知らずに設
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置されたものと思います。よろしくお願いします。以上です。 

〇議長 確認報告が終わりました。 

  それでは、番号１０番について質問等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１０番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議はございませんので、番号１０番は許可すべきものと決定いたします。 

  続きまして、番号１１番について意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１１番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議はございませんので、番号１１番は許可すべきものと決定いたします。 

  番号１２番について、意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１２番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議はございませんので、番号１２番は許可すべきものと決定いたします。 

  番号１３番について、意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１３番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議はございませんので、番号１３番は許可すべきものと決定いたします。 

  番号１４番について、意見等はございませんか。また、８７ページの１番について質問等は

ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１４番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議はございませんので、番号１４番は許可すべきものと決定いたします。 

〇委員 先ほど○○さんが、ここには、議案書には載っていないですが、経過書と言われました。

できれば、経過書があれば書いておく方がええんじゃないですか。せやないと、あることを

我々は知らないので、経過書が。 

○議長 ８７ページに経過書添付とされています。８７ページ。 

〇委員 そうですか。 

○議長 ８７ページです。 

〇委員 わかりました。はい、結構です。 



 - 9 - 

○議長 それでは、８７ページの１番、２アール未満を御承知おきください。 

  それでは山南町の案件を事務局、説明をお願いいたします。 

〇事務局 議案第１号、１５番、１６番朗読。 

○議長 はい。それでは、山南地域委員会からの確認報告をお願いいたします。 

〇委員 １５番を、○番の○○が説明いたします。 

  １５番は、農地を売買により取得し経営規模を拡大したいというもので、地図は２０ページ

につけております。地域委員会としては、農地法第３条第２項各号の全部効率利用要件、農作

業の常時従事要件、下限面積及び地域調和要件等に適合しており、許可要件の全てを満たして

いることを確認しています。なお、この申請地以外のところで、未申請の転用農地の中に農地

法に基づかない小屋というか、農業倉庫があったことを確認しましたので、緊急に是正するた

めの誓約書をいただいております。よろしく御審議、お願いします。 

〇委員 １６番を、番号○番の○○が説明させていただきます。 

  １６番は、農地を売買により取得し経営規模を拡大したいというもので、２１ページに地図

を載せています。地域委員会としては、農地法第３条第２項各号の全部効率利用要件、農作業

の常時従事要件、下限面積及び地域調和要件等に適合しており、許可要件の全てを満たしてい

ることを確認しております。御審議のほど、よろしくお願いします。 

〇議長 確認報告が終わりました。 

  それでは、番号１５番について意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１５番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議はございませんので、番号１５番は許可すべきものと決定いたします。 

  番号１６番について、意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１６番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議はございませんので、番号１６番は許可すべきものと決定いたします。 

  続きまして市島町の案件を事務局、説明をお願いいたします。 

〇事務局 議案第１号、１７番、１８番、報告第３号２番朗読。 

〇議長 それでは、市島地域委員会からの確認報告をお願いいたします。 

〇委員 １７番を、番号○番○○が説明いたします。 

  １７番は、農地を売買により取得し新規就農したいというもので、地図は２２、２３、２４

ページでございます。地域委員会としては、農地法第３条第２項各号の全部効率利用要件、農

作業の常時従事要件、下限面積及び地域調和要件等に適合しており、許可要件の全てを満たし

ていることを確認しています。この譲受人は住所が遠方ですが、栽培作物がブルーベリーで、

常駐していなくても栽培できると聞いております。今回、譲受人は農業倉庫用に２アール未満

の転用届を出されております。譲渡人は、今回４件の申請で農業経営を廃止されます。御審議

のほど、よろしくお願いいたします。 
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〇委員 １８番を、○番○○が説明します。 

  １８番は、農地を売買により取得し経営規模を拡大したいというもので、地図は２５ページ

です。地域委員会としては、農地法第３条第２項各号の全部効率利用要件、農作業の常時従事

要件、下限面積及び地域調和要件等に適合しており、許可要件の全てを満たしていることを確

認しています。なお、譲渡人はこれで農地がなくなり、農業経営を廃止されます。 

  以上です。よろしくお願いします。 

〇議長 確認報告が終わりました。 

  それでは、番号１７番と８７ページの２番の２アール未満について、意見等はございません

か。 

〇委員 話を聞いておりましたら、譲受人は何を作られるんですか。 

〇委員 ブルーベリーを。 

〇委員 ブルーベリーを。私はちょっと思ったのが、これ、農振除外地ですよね。これで農業を

されていくんですから、今度また田んぼをどんどん買い足していって米を作りたいとか、ちょ

っと他の物を作りたいと言ったら、何か制約がありますか。つまり、これはええけども他の物

だったらだめだというのはあるんじゃないですか。農業開始ですから。だから普通は、拠点が

あるとか、こっちに引っ越して何を作ってもええんですけど、ブルーベリーだと確かに毎日つ

いとらなあかんということはないとは思うんですが、ただし、農業を開始して我々が今後、何

か違う田んぼでも買うて、何か作りたい、畑で作りたいと言うても、何の制約もなくできるわ

けで、これはどういうふうに考えたらいいのか。今後するには何か制約がなくてもいいのか。

ちょっと作物によっては確かに要らないですけど、作物によっては逆に近くに住んでいないと

できへん物もあるんじゃないかなと。そういう時には我々委員会としては、何も制約がなくて

もいいのか。ちょっと疑問に思いました。 

〇議長 今の意見について、何かありませんか。この２アール未満は、倉庫を建てられるんです

か。 

〇委員 そうです。これ、最初は農業倉庫がなかった訳です。でも、この拠点となる所がないこ

とには、道具を置く場所がないんで、それを考えてくださいと言いまして、農業倉庫用に２ア

ール未満の申請を出して、倉庫を置きますということだった。 

〇委員 ブルーベリーも、うちの方で作っておられる人もいるので土地貸してくれということが

あるんですね。貸すのはいいけども、ああいう永年作物みたいなものは、一旦植えたら、来年

米作る言うてもなかなか難しいんじゃないかなと思ったりするんですよ。この方の場合は、全

部この方の持ち物になるんですから問題ないですけども、遠くてもできる作物もあれば、遠か

ったらちょっと管理がちょっとどうかなと思う物もあるんで。そこらのところをちょっと、

我々が全然考えなくてもいいのかなという疑問がちょっとある。 

〇議長 その件で今、２アール未満を出されたと思うんです。拠点として。農業倉庫を建てて、

そこに道具を置かれるというね。そこが拠点になる訳ですけどね。 

〇委員 拠点ということはね、早い話が農業用の機械とか資材とかを置いてすると思うんですよ。

だけど、これは単なる拠点であって、この方がここで生活する訳じゃないんですから、栽培管

理等はなかなか難しい。機械がやってくれるんじゃないからね。栽培管理は。全部本人がせな

あかん。 

〇議長 そこで生活というのは、皆さん、どうですか。そうまではしていませんね。そこに拠点
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があれば。その拠点は、農業用機材がある所を拠点という考え方を皆さん持っておられる訳で

す。そこで生活はちょっと入っていないと思うんですけどね。 

〇委員 はい。これね、難しいと思うんで、また運営委員会で議論してください。このようにそ

んな近くでなくても栽培できるもんと、例えば花なんか温度が上がったら一遍に花が咲いてし

まって、早くせなあかんのに、たまにしか来やへんではちょっと管理できへんね。そういうこ

とから考えて、作物によっては今言われるように、ブルーベリーなら問題ないと思うんですが。

しかし、やっぱり我々農業委員会の判断で作物によってはちょっと問題があるなということに

なったら、これからのことを考えて、ちょっと一遍指針を出して欲しいなと思って。 

今日どうこうとは言いません。今回出てきているのがブルーベリーですから問題ないと思い

ます。 

〇議長 わかりました。 

〇委員 済みません。意見を聞かせていただいて、なるほどな、次に耕作するものは、水稲を作

るために次に農地取得すると言われたら、新規就農でないのでそのまま行ってしまいそうやな

という、それは確かに言われるとおりやと思います。その時に何かしら新規就農の時みたいな

こととか、農業機械なり何なり、遠く離れておるので拠点とかが果たして言えるかな。 

ちょっとその発想が抜けてしまう可能性はあると思います。ご指摘のとおりやと思います。

ただ、この通作距離についての考え方が、ずっと以前は１５キロ以内。１５キロを超えたら農

地取得ができないと。認定農業者は３０キロだったかな、という規定があったんですけど、農

地法がちょこちょこ変わっていく中で、通作距離についての考え方は、総合的に判断するとい

う表現に変わっております。そう言われても、何かしらの目安が必要だろうということで、丹

波市では、今までのその１５キロであったり、認定農業者であれば３０キロであったり、県内

だったらオーケーというようなことも言われたりするけど、そういうような考え方を基本にし

て、通作距離のことを審議していただいているもんやと思っております。そこで、拠点があっ

たらその拠点を中心にして農業ができるやないかと。総合判断の一つとして、拠点という考え

方が出てきました。拠点があったら、そこから３キロ以内であれば農地取得ができるというこ

とで、確かこれは申し合わせにあると思います。それで、今回のブルーベリーについての拠点

を作る。 

ブルーベリーを栽培するということで、市島の地域委員会で、これならできるであろうとい

う通作距離の判断は、総合的な判断としては有りかなと思います。ちょっと特殊な例で、余り

こういうことはないと思うんですけど、遠くの人が離れていてもできる作物だけを作っている

時に、新たに水稲なり野菜なりと、近くにおらないとちょっとしんどいでというような作物を

作るための農地取得をされる時には、改めてその農業の状態であったり、拠点のことであった

り、水稲であれば、機械を揃えることであったりというようなことをその時に改めてチェック

をいただくというか、審査、審議をしていただくことがやっぱり必要かなという感じはします。 

今回については、先程申し上げたように、総合的な判断というところで言ったら妥当な判断

かなという感じはしますけど。ちょっとこの人のこの経営を見ていただいたり、今後、この人

から出てくることがあったら、ぱっとそれがわかるような事務局でその名前を置いておくとか、

何かしらちょっと今の○○委員の意見は心配なところでもあるので、何かしらの考えられるこ

とがあったらええなという感じはしました。 

  以上です。 
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〇議長 はい。その他に意見等はございませんか。 

〇委員 このブルーベリーは、今は田んぼで、今度植えるのがブルーベリーですか。今の状態は

畑。 

〇委員 今はね、自己保全管理の田んぼです。 

〇委員 何も植わっていないのね。 

〇委員 何も植わっていないです。災害復旧で戻したけど何もできない。 

〇委員 ただ、春日町でも遠くの方がブルーベリーを栽培するために農地を取得された件はよう

けあったんですけど、本当の住所は移さないけど、町内に住宅を借りて、住んでブルーベリー

の管理をするというふうなことで取得されたことがあったので、ブルーベリーをこんな４反近

くされたら、植えた年はたまの管理だけでいいと思いますけど、実際に収穫するようになった

ら、夏場は毎日おらないとあかんという、その辺はこの方にどこかにまとめて何日間かまとめ

て来て、泊まり込んでやるようなつもりでおらないと、これだけの面積を収穫するのは大変に

難しい。実際に市島町でもやっている方がおられるから。その辺はちょっと考慮しないと、甘

く見てると、ブルーベリーだからと思っておられたらえらいことになるよとだけ伝えてあげて

ほしいなと思いますけど。 

〇委員 私自身もブルーベリーを栽培したことがないので、一体どういうことになるのか、ちょ

っと。 

〇議長 他に意見等はございませんか。 

  そうしましたら、意見がないようですので、採決をとります。 

  番号１７番について、意見等はございませんか。よろしいですか。意見はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 はい、意見がないようですので、採決をとります。 

  番号１７番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 はい。異議はございませんので、番号１７番は許可すべきものと決定いたします。 

  次に、付随しまして８７ページの２番、２アール未満ですが、御承知おきください。 

  それでは、番号１８番について意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１８番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 はい。異議はございませんので、番号１８番は許可すべきものと決定いたします。 

  続きまして２６ページ、山南町の案件を事務局、説明をお願いいたします。 

〇事務局 議案第１号、１番、２番朗読。 

〇議長 では、山南地域委員会からの確認報告をお願いいたします。 

〇委員 １番を、○番○○が説明させていただきます。 

  １番は、農地を賃貸借により借り受け経営規模を拡大したいというもので、２７ページに位

置図を付けています。地域委員会としては、農地法第３条第２項各号の全部効率利用要件、農

作業の常時従事要件、下限面積及び地域調和要件等に適合しており、許可要件の全てを満たし

ていることを確認しております。御審議のほど、よろしくお願いします。 
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  親はこの○○に住んでおられます。 

〇委員 ２番を、○番○○が説明いたします。 

  ２番は、使用貸借により経営規模を拡大したいというもので、位置図は２８ページに付けて

おります。地域委員会としては、農地法第３条第２項各号の全部効率利用要件、農作業の常時

従事要件、下限面積及び地域調和要件等に適合しており、許可要件の全てを満たしていること

を確認しています。御審議のほど、よろしくお願いします。 

〇議長 確認報告が終わりました。 

  それでは、番号１番について意見等はございませんか。 

〇委員 これは法人の代表が農業を始める、今も農業をやっておられるということで、これはな

っているが。ここは農業を主体とした会社の経営ですか。 

〇委員 先月も出させてもらったのですが、定款に農業は書いてあります。 

〇委員 やっとるん。 

〇委員 やってます。 

〇議長 個人でもやっておられますね。 

〇委員 この議案書を見たら、これは法人がやるんですね。法人の事業として経営しているわけ

ですね。わかりました。はい。 

〇議長 その他に意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 はい。異議はございませんので、番号１番は許可すべきものと決定いたします。 

  番号２番について、意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号２番について許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 はい。異議はございませんので、番号２番は、許可すべきものと決定いたします。 

  続きまして２９ページ、事務局、説明をお願いいたします。 

〇事務局 議案第１号、１番、２番、３番、４番、５番、６番朗読。 

〇議長 それでは、氷上地域委員会からの確認報告をお願いいたします。 

〇委員 番号１番から６番までを、○番○○が御説明させていただきます。 

  １番から６番は、農地を賃貸借により借り受け、農業経営を開始したいというもので、３０

ページに図面を添付しています。冒頭、事務局から統一事項の追加についての報告がありまし

たように、借受人である法人は丹波市での農業経営が今回初めてであるため農地法第３条によ

り申請しておりますが、今回、借り受ける農地の中に農業者年金受給者の農地と相続未登記の

農地があるため、これらについては利用権設定により借り受ける手続をとっております。別紙

利用集積計画の８番、９番をご覧ください。８番が農業者年金受給者の農地であり、９番が相

続未登記の分です。参考までに、利用権設定の農地についても３０ページの図面に示しており

ますとおりでありますので、確認報告といたします。なお、借受人の住所は○○でありますが、
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農業の拠点は氷上町○○地内にある○○が所有する農業用倉庫を借用し、○○の指導のもと農

業経営を開始することを確認しております。倉庫の借用についての承諾書も添付されておりま

す。また、耕作者２名のうち１名は、今回、開校した農の学校に入学しており、農の学校に通

いながらこの○○地内の農業に従事する予定です。地域委員会としては、農地法第３条第２項

各号の全部効率利用要件、農作業の常時従事要件、下限面積及び地域調和要件等に適合してお

り、許可要件の全てを満たしていることを確認しております。御審議、よろしくお願いいたし

ます。 

〇議長 はい、確認報告が終わりました。 

  それでは、番号１番について意見等はございませんか。 

〇委員 済みません。これ、製造業と書いてあるんですが、何をしておられるのか。 

〇委員 定款には色々書いているんですけども、何が本業かは聞いてませんけど。 

〇委員 ○○業。それが本業です。 

〇委員 当然、農業も入っています。 

〇議長 今の質問ですけど、農業は入っているんですね。 

〇委員 農業、入っています。はい。定款の中に入っていました。 

〇議長 よろしいですか。他に意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 はい。異議はございませんので、番号１番は許可すべきものと決定いたします。 

〇委員 これ、遠い所の人が拠点を借りてということになっていたら、名前だけの拠点が出てく

るんじゃないかという不安があります。これは大分話もわかってきて安心ですが、今後、我々

がよう勉強しておかんと、もっとすごい勉強する人らが出てくる可能性があるんで、そこのと

ころもよく検討して、今後はお願いしたいと思います。 

〇議長 わかりました。 

  それでは、続けます。番号２番について意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号２番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 はい。異議はございませんので、番号２番は許可すべきものと決定いたします。 

  番号３番について、意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号３番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 はい。異議はございませんので、番号３番は許可すべきものと決定いたします。 

  番号４番について、意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号４番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 はい。異議はございませんので番号４番は許可すべきものと決定いたします。 

  番号５番について、意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号５番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 はい。異議はございませんので、番号５番は許可すべきものと決定いたします。 

  番号６番について、意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号６番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 はい。異議はございませんので、番号６番は許可すべきものと決定いたします。 

 

～議案第２号 番号１～ 

 

〇議長 続きまして、議案第２号、農地法第４条の規定による農地等の転用許可申請承認につい

て、事務局説明をお願いいたします。 

〇事務局 議案第２号、１番朗読。 

○議長 はい。氷上地域委員会からの確認報告をお願いいたします。 

〇委員 はい。１番を○番○○が説明します。 

  １番は、自己の所有農地を集合住宅及び露天駐車場として利用するための申請でございます。 

図面は３３ページに示しているとおりです。申請地の農地区分は、街区の面積に占める宅地

面積が６８．４％で４０％を超えるため、第３種農地と判断されると考えます。転用すること

に隣接者、地元等の同意も得られ、周辺農地の営農への支障はないものと思われます。また、

転用面積は必要最小限のものであり、農地法第４条第６項各号には該当せず、いずれも申請内

容に問題がないことを確認しております。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 確認報告が終わりました。 

  それでは、番号１番について、意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１番について、許可相当と意見を附して進達することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議はございませんので、番号１番は許可相当と意見を附して進達すべきものと決定い

たします。 

  次に議案第３号に入るのですが、ここで一旦休憩といたします。３時２０分まで休憩いたし

ます。 
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（休 憩） 

（再 開） 

 

～議案第３号 番号１番、番号２、番号３、番号４、番号５、番号６、番号７、

番号８～ 

 

○議長 議案第３号農地法第５条の規定による許可申請承認について、事務局説明をお願いしま

す。 

〇事務局 議案第３号、１番朗読。 

○議長 はい。それでは、柏原地域委員会からの確認報告をお願いいたします。 

〇委員 番号１番を、○番○○が説明します。 

  １番は、農地を売買により取得しアパートと露天駐車場として利用するための申請です。図

面は４２ページに示しているとおりです。申請地の農地区分は、街区の面積に占める宅地面積

の割合が４０％を超えているという規定で、４０％以上になりますので第３種農地と判断しま

す。隣接所有者、地元等の同意も得られ、周辺農地の営農への支障はないものと思われます。 

また、転用面積は必要最小限のものであり、農地法第５条第２項各号には該当せず、いずれ

も申請内容に問題がないことを確認しています。露天駐車場と貸露天駐車場となっている訳で

ございますが、駐車場部分を区切って、貸露天駐車場部分が１０台程度ございます。借りる業

者は、近くに事務所があります○○が借りると。契約書も添付されております。御審議のほど、

よろしくお願いいたします。 

〇議長 確認報告が終わりました。 

  それでは、番号１番について意見等はございませんか。 

〇委員 どこに○○があるの。 

〇委員 ４２ページの地図を見ていただいたら、申請地の所に○○という○○の番号が入ってい

ると思います。その右側、２軒目が○○です。 

〇委員 はい、わかりました。 

〇議長 他に意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１番は、許可相当と意見を附して進達することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議はございませんので、番号１番は許可相当と意見を附して進達すべきものと決定い

たします。 

  続きまして氷上町の案件を事務局、説明をお願いいたします。 

〇事務局 議案第３号、２番朗読。 

〇議長 はい。それでは、氷上地域委員会からの確認報告をお願いいたします。 

〇委員 番号２番を○番○○が説明いたします。 

  ２番は、売買により太陽光発電設備を設置するための申請でございます。図面は４３ページ

に示しているとおりでございます。申請地の農地区分は、農業公共投資等の対象となっていな

い生産力の低い小集団の農地のため、第２種農地と判断されると考えます。転用することに隣
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接所有者、地元等の同意も得られ、周辺農地の営農への支障はないものと思われます。また転

用面積は必要最小限のものであり、農地法第５条第２項各号には該当せず、いずれも申請内容

に問題ないことを確認しています。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

〇議長 はい。確認報告が終わりました。 

  それでは、番号２番について意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号２番について、許可相当と意見を附して進達することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 はい。異議はございませんので、番号２番は許可相当と意見を附して進達すべきものと

決定いたします。 

  続きまして青垣町の案件を事務局、説明をお願いいたします。 

〇事務局 議案第３条、３番、４番、５番、６番朗読。 

〇議長 はい。それでは、青垣地域委員会からの確認報告をお願いいたします。 

〇委員 番号３番を、○番の○○が説明いたします。４番も３番と同一の申請となっております

ので、併せて説明いたします。 

  ３番、４番は、農地を売買により取得し太陽光発電設備を設置しようとするための申請で、

４４ページに図面を添付しております。申請地は土地改良事業の受益となっていない農地で農

地の集団規模が１０ヘクタール未満のため、農地区分は第２種農地と判断されると考えます。 

また、代替地の検討表、資金計画書、自治会等の転用同意書が添付されていますが、隣接農

地所有者１名の同意が取れなかったために、疎明書が提出されております。疎明書を読み上げ

ます。 

  平成３１年２月１４日、午後５時５２分に太陽光発電所設置予定地の隣接土地所有者である

お家に業者の店長が隣接同意のお願いに参りました。御本人に直接、設置場所と太陽光発電設

置のご説明と隣地同意のお願いをいたしましたが、残念ながら同意は得られませんでした。申

請人３人が隣接同意をお願いした経緯は、以下のとおりです。 

  １２月１３日、申請人が隣接土地所有者を訪ねて、太陽光の説明をして隣接同意のお願いを

したが同意を得ることができなかった。理由としては、草が茂り、風が吹いたら種が飛んでく

る。コンクリートを打つよう要求もあった。１２月１５日、申請人３人でお願いに伺った。同

意を得られるならば土手の法尻から６メートル、コンクリートを打つことを伝えました。しか

し、この太陽光発電所計画に関わりたくないし、巻き込まれたくない。絶対に印は押さない。

帰ってくれの一点張り。親の代から土地に関して印を押すなと言われているということです。 

同意しない理由書をお願いしたいと言ったのですが、これも書いてもらえませんでしたとい

うことでございます。 

  これが疎明書の内容でございます。それで、青垣地域委員会としましても、３月の現地確認

時において隣接農地所有者と面談して、同意できない理由を聞き取りました。同意できない主

な理由は、自己所有地との境にフェンスができると農作業に支障をきたす。回転させているト

ラクターのロータリーから飛び出した石など、これが太陽光パネルに当たって割れた場合、弁

償しなければならなくなるということでした。転用事業の配置計画図を見てみますと、フェン

スから土地の境までは１メートル控えてあります。パネルの設置もフェンスから６メートル以
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上離れていることから、隣接農地で耕作することに特段の支障はないものと考えています。た

だ、将来的なことも踏まえて地域と調和しながら事業を進めていただきたいと考え、申請者に

対して地元の自治会との協定書の提出を求めました。後日、その協定書は自治会長の押印のも

と、事務所に提出されました。また、雨水排水については自然浸透を基本として、それ以上の

雨水は地面勾配により既設の排水路へ流す計画です。１名の地権者の反対、それから嘆願書、

これが提出されております。本嘆願書には宛先、嘆願の趣旨等の記載がなく、賛同者の住所、

氏名、連絡先のみが記載されております。地域委員会におきましても、賛同者が耕作されてい

る農地を確認した結果、申請地の南側に栗園と水路、農道で隔てた所に位置しており、最短の

場所でも約４０メートルの距離があるということですので、この太陽光事業の実施によってそ

の反対の賛同者への営農への支障はないものと考えられます。地域委員会としましては、農地

法第５条第２項各号に該当せず、いずれも申請内容に問題がないことを確認しております。御

審議をよろしくお願いいたします。 

  以上です。 

〇委員 番号５番を、○番の○○が説明いたします。 

  ５番は、露天資材置場のための所有権移転の許可申請でございます。図面は、１２ページに

つけております。申請地の農地区分は、○○インターチェンジが近距離に存在するため第３種

農地と判断いたしました。地元の同意も取られておりますし、周辺農地の営農への支障はない

ものと思われます。また、転用行為の妨げとなる問題もなく、転用面積も妥当であり、農地法

第５条第２項各号に該当せず、許可基準を満たしておりますので、地域委員会といたしまして

は許可相当と判断いたしました。この資材置場は、○○等を作る工場の資材置場ということで

申請が出ております。以上です。 

  次に、６番の説明をさせていただきます。同じく、６番を○番の○○が説明いたします。 

  ６番は、一般住宅建設のための所有権移転の許可申請でございます。図面は４５ページに付

けております。農地区分は、住宅が連たんする区域に近接し、かつ農地の集団規模が１０ヘク

タール未満であることから、第２種農地と判断いたしました。なお、譲渡人と譲受人は親子の

関係でございます。地元の同意も取られておりますし、周辺農地の営農への支障はないものと

思われます。また、転用行為の妨げとなる問題もなく、転用面積も妥当であり、農地法第５条

第２項各号には該当せず、基準面積を満たしておりますので、地域委員会といたしましては許

可相当と判断いたしました。よろしくお願いいたします。 

〇議長 はい、確認報告が終わりました。 

  それでは、３番、４番は併議とさせていただきます。 

  まず３番、４番、疎明書添付の件ですが、３番、４番について意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号３番、４番について、許可相当と意見を附して進達することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議はございませんので、番号３番、４番は許可相当と意見を附して進達すべきものと

決定いたします。 

  続きまして、番号５番について意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号５番について、許可相当と意見を附して進達することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議はございませんので、番号５番は許可相当と意見を附して進達すべきものと決定い

たします。 

  続きまして、番号６番について意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号６番について、許可相当と意見を附して進達することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議はございませんので、番号６番は許可相当と意見を附して進達すべきものと決定い

たします。 

  続きまして春日町の案件を事務局、説明をお願いいたします。 

〇事務局 議案第３号、７番、８番、９番、１０番、１１番、１２番、１３番、１４番朗読。 

〇議長 はい、それでは、春日地域委員会からの確認報告をお願いいたします。 

〇委員 ７番を○番の○○が説明いたします。 

  ７番は、売買により工場と隣接の駐車場へ農地を転用したい旨の申請です。地図は、１６ペ

ージです。申請地は第１種農地でありますが、工場に隣接しており、第１種の不許可の例外規

定が適用されると考えております。昨年秋に農振地除外の申請がなされた時に許可が下りまし

て、今回の申請となりました。面積は第３５条の５、既存の施設の拡張は、拡張に係る部分の

敷地面積が既存施設の敷地面積の２分の１を超えないものに限るの規定に当てはまり、適当な

面積と考えられます。隣接所有者、地元等の同意も得られ、周辺農地の営農への支障はないも

のと考えられます。よろしく御審議くださいますよう、お願いいたします。 

〇委員 ８番を○番○○が説明いたします。 

  ８番は、売買により農地を取得し一般住宅を建設するための申請です。図面は、４６、４７

ページに示しているとおりです。申請地はＪＲ○○駅、また市役所○○庁舎から３００メート

ル以内に存在し、第３種農地と判断されると考えます。隣接所有者、地元等の同意も得られ、

周辺農地の営農への支障はないものと思います。また、代替地の検討表も添付され、適当な土

地もなく今回の申請になりました。一般住宅として利用する訳ですが、４７ページにあります

ように、既に周辺が地上げされた土地であり、この県道からの進入を考えて１．３５メートル

の地上げが必要となります。また、その際、この図面の上側に市街地からの排水路があり、地

元との協議の中で、この排水路に管理をする通路を空けてほしいということで、その面積を必

要とすることになっております。そのあたりと法面等を考えて、有効面積は４７７平米で考え

ております。また、隣接県道からの進入路を取るための利用に当たっての申請協議も進んでい

るところです。また、転用面積は必要最低限であり、農地法第５条第２項各号には該当せず、

いずれも申請内容に問題がないことを確認しております。また、譲渡人はこれで農地はなくな

るということであります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

  続きまして９番、１０番、１１番、１２番につきまして、併せて○番○○が説明いたします。 

  この９番から１２番につきましては、売買により農地を取得し貸倉庫を建設するための申請

です。図面は４８ページ。それと、先ほど事務局から渡していただきました利用計画図の図面
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が添付されていますので、ご確認ください。申請地は、○○中学校やインターチェンジ、また

住宅地に近接し、農地の集団規模が１０ヘクタール未満のため、第２種農地と判断されると考

えます。９から１２の６筆の農地を開発、埋め立てし、貸倉庫を建設する大規模案件であり、

県にも申請を出しておられます。また、当該地は○○遺跡調査も必要なことから、準備も進め

ておられるということでございます。別紙のとおり、倉庫の建設予定図面があります。 

倉庫については、この斜線の部分が建物・倉庫の場所で、大型トラック等が旋回するだけの

面積が必要ということで、この図面のとおりの面積となっています。また、雨水排水は東西に

排水路があり、そこに向かって排水がなされます。また、東側には調整池を設けられ、そこで

一旦水を受けた後、隣接する排水溝へ徐々に排水するという計画をしておられます。また、代

替地の検討表、また、資金についても確認しております。また、転用の理由説明書を別途いた

だいておりまして、この譲受人は、既に市内５カ所で倉庫業をしておられまして、全ての倉庫

が満室の状態であります。さらに、運輸会社からの倉庫の引き合いが非常に多く、かつ○○イ

ンター周辺にどうしても必要ということで場所を探しておりましたところ、今回の申請になっ

たということでございます。また、地元自治会と事前協議もしておられまして、互いに協議書

を交わし、倉庫業の安全性などについて確認するよう進んでいるところでございます。 

地域委員会としては、隣接所有者、地元の同意も得られ、周辺農地への影響もないものと思

われます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

〇委員 番号１３番、１４番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  １３番は、売買により農地を取得し太陽光発電設備を設置するための申請です。申請地の農

地区分は、住宅が連たんする地域に近接し、農地の集団規模が１０ヘクタール未満のため、第

２種農地と判断されると考えます。また、代替地の検討表、資金計画、自治会等の転用同意書

も添付され、周辺農地の営農への支障はないものと判断します。雨水は自然浸透を基本とし、

それを超える場合は既設の排水路へ流す計画です。地域委員会としましては、農地法第５条第

２項各号には該当せず、いずれも申請内容に問題がないことを確認しています。なお、太陽光

発電設備につきましてはパネル数が３８０枚、発電量は１１４キロワットになっています。御

審議のほど、よろしくお願いします。 

  １４番は、前回議論いただき、緊急性の問題で保留になりまして、今回、○○からの転用の

完了届をいただいています。土砂の受け入れ予定数として、公共事業としまして、兵庫県の公

共事業３件と丹波市の１件の計４件で、１万２，０００立米の土砂の受け入れが必要でありま

す。その内、地図で言いましたら５０ページを見ていただきまして、ちょうど５０ページの５

条申請の○○番、８１６平米のここの所に、○○地域からの申請で許可になっているものがあ

りまして、今回、○○地域の分はその横の３筆であります。その土砂の受け入れが○○地域と

○○地域で約６，７００立米の受け入れが予定されていまして、先程申し上げました公共工事

の４カ所の分で１万２，０００立米がありますから、実質は緊急性を要するということで、あ

と残り５，０００立米分が他へ持って行かれるということです。審議のほど、よろしくお願い

したいと思います。以上です。 

〇議長 確認報告が終わりました。 

  番号９番、１０番、１１番、１２番は大規模転用案件でございますので、関係者が現地確認

を行っております。隣接する市島地域委員会から、確認報告をお願いいたします。 

〇委員 去る４月１５日に事務局及び三役、当該地域の地域委員長さんと確認いたしました。今
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も報告がありましたとおり、緊急性もありますし、ここは見たところ、トラクターがずり込む

ような農地でもありますので、別に問題はないかなと確認いたしました。 

  以上です。 

〇議長 はい、確認報告が終わりました。 

  それでは、番号７番について意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号７番について、許可相当と意見を附して進達することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議はございませんので、番号７番は許可相当と意見を附して進達すべきものと決定い

たします。 

  番号８番について、意見等はございませんか。 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号８番について、許可相当と意見を附して進達することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議はございませんので、番号８番は許可相当と意見を附して進達すべきものと決定い

たします。 

  続きまして、９番、１０番、１１番、１２番は併議とさせていただきます。 

  番号９番、１０番、１１番、１２番について、意見等はございませんか。 

〇委員 ないですけど、これ、面積は全部でどれぐらいですか。 

○議長 面積は幾らでしたか。ちょっと待ってくださいね。 

〇事務局 計６筆で６，６８４平米です。 

○委員 はい、わかりました。 

〇議長 ほかに意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号９番、１０番、１１番、１２番について、許可相当と意見を附して進達することとして

よろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議はございませんので、番号９番、１０番、１１番、１２番は許可相当と意見を附し

て進達すべきものと決定いたします。 

  続きまして、番号１３番について意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１３番について、許可相当と意見を附して進達することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議はございませんので、番号１３番は許可相当と意見を附して進達すべきものと決定

いたします。 

  番号１４番について、意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１４番について、許可相当と意見を附して進達することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議はございませんので、番号１４番は許可相当と意見を附して進達すべきものと決定

いたします。 

〇委員 この案件の時に言うたらよかったけど、先ほどの貸倉庫の大規模案件、２種農地という

判定で審議をいただきました。現場へ行ったら○○インターチェンジが目の前、すぐそこにイ

ンターチェンジがあります。インターチェンジから３００メートルで第３種農地と判断できる

んですけど、これ、何で２種なんやと聞いたら、インターチェンジの場合は出口から３００メ

ートル、そういうことになっているようです。インターの出口は国道側にありますので、そこ

からだったら３００メートル以上あると。インターチェンジの丸くなった所からだったらもう

１００メートルか、ほんま近くですけどね。そういうことで、インターが近くにあるのにと、

もし思われたら、規定としては出口からとなっているようですので、よろしくお願いしたいと

思います。 

〇議長 それでは山南町の案件を事務局、説明をお願いいたします。 

〇事務局 議案第３号、１５番、１６番、１７番、１８番朗読。 

〇議長 はい、それでは、山南地域委員会からの確認報告をお願いいたします。 

〇委員 それでは１５番から１８番まで、譲受人が同一人のために一括して議席番号○番の○○

が説明いたします。 

  １５番から１８番までは、売買により農地を取得し露天駐車場と露天資材置場として利用す

るための申請でございます。図面は５１ページに示しているとおりであります。申請地の農地

区分は、住宅等が連たんする地域に近接し、農地の集団規模が１０ヘクタール未満のため、第

２種農地と判断されると考えます。隣接所有者、地元等の同意も得られており、周辺農地の営

農への支障はないものと思われます。また、転用面積は必要最小限のものであり、農地法第５

条第２項各号には該当せず、いずれも申請内容に問題がないことを確認しています。なお、現

地を確認したところ、１８番の○○番地、ここは１９平米のところですが、小さな小屋が建っ

ております。これによりまして、始末書が添付されております。 

  始末書の内容を朗読いたしますと、私は昭和６０年頃、下記の土地に小屋を設置しましたが、

しかるべき申請を怠っておりました。今後は二度と同様のことがないようにいたしますので、

この度の申請につきましては何卒御配慮賜りますようお願い申し上げます。こういう始末書で

ございます。御審議のほど、よろしくお願いをいたします。 

〇議長 確認報告が終わりました。 

  それでは、１５番、１６番、１７番、１８番は併議とさせていただきます。 

  １５番、１６番、１７番、１８番について、意見等はございませんか。 

〇委員 始末書を出したのは何という人ですか。 

〇委員 この○○という人。 

〇委員 ○○さんの行為ではないんですね。 

〇委員 違います。 

〇委員 わかりました。はい。 

〇議長 他に意見等はございませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１５、１６、１７、１８について、許可相当と意見を附して進達することとしてよろし

いですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議はございませんので、番号１５、１６、１７、１８は許可相当と意見を附して進達

すべきものと決定いたします。 

  続きまして、市島町の案件を事務局、説明をお願いいたします。 

〇事務局 議案第３号、１９番、２０番、２１番、２２番、２３番、２４番、２５番、２６番、

２７番、２８番、２９番、３０番、３１番、３２番朗読。 

〇議長 はい、それでは、市島地域委員会からの確認報告をお願いします。 

〇委員 １９番、２０番を○番○○が説明します。 

  １９番と２０番は譲受人が同一なので、併せて説明します。 

  １９番と２０番は、売買により農地を取得し、露天駐車場と露天資材置場として利用するた

めの申請です。図面は５２ページで、農地区分は、住宅等が連たんする地域に近接し、農地の

集団規模が１０ヘクタール未満のため、第２種農地と判断されると考えます。隣接所有者、地

元等の同意も得られ、周辺農地の営農への支障はないものと思われます。転用面積は必要最小

限のものであり、農地法第５条第２項各号には該当せず、いずれも申請内容に問題がないこと

を確認しております。よろしくお願いします。 

  次に、２１番から３０番までを○○が説明します。 

  ２１番から３０番までは、売買により農地を取得し、露天資材置場として利用するための申

請です。図面は５３ページです。農地区分は、第２種農地と第３種農地がありますので、第２

種農地は、住宅等が連たんする地域に近接し、農地の集団規模は１０ヘクタール未満のため第

２種農地と判断されます。 

  第３種農地として、上下水道が埋設される道路に面し、かつ５００メートル以内に○○支所

と○○中学校があるため、第３種農地と判断いたしました。隣接所有者、地元等の同意も得ら

れ、周辺農地の営農への支障はないものと思われます。また転用面積は必要最小限のものであ

り、農地法第５条第２項各号には該当せず、いずれも申請内容に問題がないことを確認してお

ります。よろしくお願いいたします。 

〇委員 番号３１番を○番○○が説明します。 

  番号３１番は、農地を転用し太陽光発電設備を設置するための所有権移転許可申請でござい

ます。図面は５４ページに示しているとおりでございます。申請地の農地区分は第２種農地で、

資金計画書、地元自治会等の転用同意書が添付されております。転用に伴う被害防除としての

雨水対策については、既設の排水路に接続する計画です。地域委員会としては、農地法第５条

第２項各号には該当せず、いずれも申請内容に問題がないことを確認しております。 

  始末書が添付されておりますので、朗読いたします。 

  今般、農地法第５条第２項の規定による許可申請をしております丹波市○○町○○字○○番

の土地につきましては、今は亡き父が、時期、内容等は不明ですが存命中に農地をコンクリー

ト敷きにし、現在の状態に至っておりました。以後、このようなことがないように注意し、農

地法の手続を遵守いたしますので、何卒高配なる処置を賜り御許可くださいますよう、お願い
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申し上げます。平成３１年４月１日、大阪府○○市、○○でございます。 

  この件につきましては、○○が売電する予定でございます。売電営業会社、いわゆる業者の

施工でございますので、覚書または協定書が交わされるとのことで、地元推進委員もついて、

以後、自治会長にそのように申し伝えをしておきました。今日の前段におきまして会長からも

話がありましたように、この覚書、協定書につきましては、検討会において覚書、協定書の記

載例を作っていただけるよう検討されることを要望しておきます。またはＱ＆Ａ的なものを検

討していただきたいと、こういうふうに考えております。御審議のほど、よろしくお願いいた

します。 

  続きまして３２番を、○番○○が説明します。 

  ３２番は、農地を転用し、太陽光発電設備を設置するための所有権移転許可申請でございま

す。図面は５５ページに示しているとおりです。申請地の農地区分は第２種農地で、資金計画

書、地元自治会等の転用同意書が添付されております。転用に伴う被害防除としての雨水対策

については既設の排水路に接続する計画です。地域委員会としては、農地法第５条第２項各号

には該当せず、いずれも申請内容に問題がないことを確認しています。なお、当申請について

は、隣の部分でございますけれども、当該地につきましては平成２９年９月に一時保留となっ

ていた案件でございますが、これは隣が合意で発電設備が既設になっておりますので、保留と

なった理由は、隣との一体開発ではないかとか、そんなことで色々と１年間、保留していた案

件でございますけれども、今回、個人経営としての申請でございますし、水路、間に柵等があ

り、一体開発とは認めがたく問題ないと考えております。御審議のほど、よろしくお願いをい

たします。 

〇議長 はい、確認報告が終わりました。 

  番号２１番から３０番まで、大規模転用案件でございますので、関係者が現地確認を行って

おります。隣接する春日地域委員会から、確認報告をお願いいたします。 

〇委員 ４月１９日に三役、また事務局の方々と共に現地を確認させていただきました。 

５３ページの地図のとおり、○○沿いの小さい農地が集まった所でございまして、水路の付

け替え等のことも書いてありますように、水路等も確認させていただきました。現地は今回、

○○さんが取得するということで、私も○○って○○ばかりの会社かなと思ったのですが、○

○をたくさんレンタルでするということで、その置く場所として今回の申請地を利用されると

聞いておりまして、オリンピックに伴う非常に大きな事業の中で、多くの物品を置く必要があ

るということで今回の申請になったようでございます。当該地については、現地を確認したと

ころ問題ないと思います。 

  以上です。 

〇議長 はい、確認報告が終わりました。 

  それでは、番号１９番、２０番は併議とさせていただきます。 

  番号１９番、２０番について、意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１９、２０番について、許可相当と意見を附して進達することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議はございませんので、番号１９、２０番は許可相当と意見を附して進達すべきもの
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と決定いたします。 

  続きまして、番号２１番から３０番までを併議とさせていただきます。 

  番号２１番から３０番に関連しまして、意見等はございませんか。はい、どうぞ。 

〇委員 これ、全部で面積はどれくらいになるんですか。 

〇事務局 全部で１万８４１平米でございます。 

〇議長 ほかに意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号２１番から３０番まで、許可相当と意見を附して進達することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議はございませんので、番号２１番から３０番までは許可相当と意見を附して進達す

べきものと決定いたします。 

  続きまして、番号３１番について意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号３１番について、許可相当と意見を附して進達することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議はございませんので、番号３１番は許可相当と意見を附して進達すべきものと決定

いたします。 

  続きまして３２番について、意見等はございませんか。 

〇委員 この譲受人は、個人がこういう事業をやるんですね。間違いないですね。普通は売電業

者がやると思うんですが、個人がやるんですね。 

〇議長 これはいいんですね。そうらしいです。個人がやられるそうです。 

〇委員 当然、以前、会長が言った積み立てというか、あれは今、新しいプランになって、そう

いうのもきちっとやっていただけるんですね。積み立てではなくて、もし事業をやめる時に、

その施設等を処分せんなん時の、そういうのはまだ法律にはなっていないですから、省令とか

そういうの。 

〇議長 事務局、わかりますか。 

〇事務局 事務局です。現在、事務局でも太陽光関連の法令を調べたりしているんですけど、大

前提、１，０００平米以下の案件につきましては、そういった将来的な計画等について作成し

なくてはいけないというルールはないようです。 

〇委員 規模とかそんなのではなくて、これはそうですけど、また次に作った時はそこだけで判

断する訳で。例えば親方がこけたらみんなこけるから。他の場所でしていても、同じ経営者だ

ったら、みんな同じようにこけていくから、今日は規模が小さいから今は当たらないかと思う

んですが。早くそういう条例化をお願いするのを求めておきます。猫も杓子も太陽光パネル設

置しとるけど、もう潰れ出したら、その太陽光の施設をどうやって処分するんや。当然どこか

で処分せんなん。それはやっぱりちゃんと手立てをするのが必要だし、そういうことをやかま

しく言えるのも農業委員会だけですよ。だから、農業委員会はやっぱり積立金やらそういうお

金を用意してやってもらうというのは、農業委員会から厳しく要求せんなんことじゃないかと

思うんですが。会長、どうですか。 
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〇委員 冒頭に申し上げましたように、自治会長会なり議会なりと今後協議をしていく中で、使

用済みパネルの処分の話についても、会社が存続していてもパネル、性能のよいものに付け替

えるとかいうことが今後起きる可能性はあると思います。そういうことも含めて、そのパネル

の処分方法、それについても併せてその議論の中に入れて、処分をどうする。以前に僕はある

業者から、お宅の会社はどうされるんやと聞いたことがあるんですけど、その会社については、

もう全てリサイクルするという答えでした。その場合には。ただ、ほんまに全部が全部リサイ

クルできるもんばっかりかどうかが何とも不明ですけど、ほとんどのもんをリサイクルすると。

そういうことも現状、どういうふうになっているのかも勉強しながら、ほかの団体とあわせて

議論を進めて、その辺の心配が少しでも少なくなるような方法を出していけたらなとは思って

おります。 

〇委員 早くしないと、バーッとものすごい勢いで丹波の地域内に増えていきよるんですね。い

や、うちはリサイクルをするよ。それは、その法人が生きている間ですわ、そういうことを言

えるのは。死んだら、もうその法人がやったことは何の責任も負わん、そうなっていくね。そ

ういうことも一つやね。ということは、会社が倒産しましたと言って法務局へ言うていったら、

もうそれで何も責任も負わんでええことは皆さん知っとってですね。田んぼにバーッとようけ

置かれとっても、誰も、隣にもおらん。言うて行く所もないわけです。そんな馬鹿なことはな

い訳で、やるだけやって、調子ええ時はお金だけもうて、するのはええけどあかんようになっ

たらどないするねんということまで考えておかんと、田んぼという田んぼはみんな困っとるで

と言われたらえらいことだからね。これはもうゆっくり考えている場合ではないので、幸い、

会長の話では自治振興会並びに議会でも条例を考える言うとるさかいに、ぜひ、早くしてもら

わんと、これはもう毎月この委員会があるたびに何筆かある訳で、ものすごい勢いで増えてい

きよる訳よ。だから、ぜひ、この法人が倒産した後、また法人を変えた後、法人がなくなった

時にその後の処分をどうするかは真剣に考えてもらわんと、丹波の農地が全くなくなってしま

うことも考えられるので、ぜひお願いします。以上、それだけです。会長、ぜひ頑張ってほし

いと思います。 

〇議長 はい、わかりました。 

〇委員 はい、わかりました。 

〇議長 他に意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号３２番について、許可相当と意見を附して進達することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議はございませんので、番号３２番は許可相当と意見を附して進達すべきものと決定

いたします。 

  続きまして５６ページ、事務局、説明をお願いいたします。 

〇事務局 議案第３号、１番朗読。 

〇議長 それでは、氷上地域委員会からの確認報告をお願いいたします。 

〇委員 １番を、○番○○が説明いたします。 

  １番は、親子間で使用貸借権を設定し、一般住宅の建築と駐車場として利用するための申請

でございます。図面は３３ページに示しております。申請地の農地区分は宅地の面積が４０％
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を超えている地域で、すなわち街区内の農地のため第３種農地と判断されると考えられます。

隣接所有者、地元自治会等の同意も得られ、周辺農地の営農への支障はないものと思われます。 

また、転用面積は必要最小限のものであり、農地法第５条第２項各号には該当せず、いずれ

も申請内容に問題がないことを確認しています。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

〇議長 はい、確認報告が終わりました。 

  番号１番について、意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１番について、許可相当と意見を附して進達することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議はございませんので、番号１番は許可相当と意見を附して進達すべきものと決定い

たします。 

 

～議案第４号 番号１番、番号２、番号３、番号４、番号５、番号６、番号７、

番号８、番号９、番号１０、番号１１、番号１２、番号１３、番号１４、 

番号１５、番号１６～ 

 

〇議長 続きまして議案第４号、非農地証明願承認について、事務局、説明をお願いいたします。 

〇事務局 議案第４号１番、２番、３番朗読。 

〇議長 はい、それでは、柏原地域委員会からの確認報告をお願いいたします。 

〇委員 番号１番から３番を○番の○○が説明いたします。 

  番号の１番と２番については、以前に誓約書添付で３条申請されたその誓約書の履行の非農

地証明願でございます。 

  まず、１番は地目変更登記のための非農地証明願です。図面は６１ページに示しています。

４月１５日に現地を確認したところ、現地は家の庭と、５４番については山林となっており、

農地への復旧が困難であり、周囲の状況から見て非農地と判断しても特段に影響がないと見込

まれます。また、農地でなくなった時期は昭和４０年頃。一つは平成３年頃で、地元自治会長、

隣接者の証明もあり、平成２１年１２月２４日付非農地証明の取り扱いについての第４項に該

当するため、地域委員会としては証明することに問題ないと考えています。 

  番号２番です。番号２番も、先程申し上げましたように、３条申請の誓約書の履行の案件で

ございます。 

  ２番も地目変更のための非農地証明願です。図面は６１ページに示しています。４月１５日

に現地を確認したところ、現地は倉庫が建っており、農地への復旧が困難であり、周囲の状況

から見て非農地と判断しても特段に影響がないと見込まれます。また、農地でなくなった時期

は昭和４２年頃で、地元自治会長、隣接者の証明もあり、平成２１年１２月２４日付非農地証

明の取り扱いについての第４項に該当するため、地域委員会としては証明することに問題がな

いと考えています。 

  ３番です。３番も地目変更登記のための非農地証明願です。図面は６２ページに示していま

す。４月１５日に現地を確認したところ、現地はいわゆる雑種地、何もない状態となっており、

農地への復旧が困難であり、周囲の状況から見て非農地と判断して特段に影響がないと見込ま
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れます。ここは１０年ほど前に住宅があった訳ですけど、火災で焼失後、更地となっておりま

す。今回の申請地はその家の庭の部分、物置も建っておりました。その部分の申請でございま

す。農地でなくなった時期は平成１０年頃からで、地元自治会長、隣接者の証明もあり、平成

２１年１２月２４日付非農地証明の取り扱いについての第４項に該当するため、地域委員会と

しては証明することに問題はないと考えております。御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

〇議長 はい、確認報告が終わりました。 

  それでは、番号１番について意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議はございませんので、番号１番は証明書を交付すべきものと決定いたします。 

  番号２番について、意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号２番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議はございませんので、番号２番は証明書を交付すべきものと決定いたします。 

  番号３番について、意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号３番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議はございませんので、番号３番は証明書を交付すべきものと決定いたします。 

  続きまして氷上町の案件を事務局、説明をお願いいたします。 

〇事務局 議案第４号、４番、５番、６番、７番、８番朗読。 

〇議長 はい、それでは、氷上町地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

〇委員 番号４番を○番○○が説明いたします。 

  ４番は、地目変更登記のための非農地証明願です。図面は６３ページに示しています。４月

１２日に現地を確認したところ、申請地は、スレート葺倉庫が、ほとんど宅地いっぱいに建っ

ておりました。農地への復旧は困難であり、周囲の状況から見て非農地と判断しても特段に影

響がないと見込まれます。また、農地でなくなった時期は昭和６０年頃で、地元自治会長、隣

接者の証明もあり、平成２１年１２月２４日付非農地証明の取り扱いについての第４項に該当

するため、地域委員会としては証明することに問題がないと考えています。 

  次に、５番。同じく○番の○○が説明いたします。 

  ５番は、地目変更登記のための非農地証明願です。図面は６４ページに示しています。４月

１５日に現地を確認したところ、現地は整地された宅地の一部で、敷地の一番前には大きな鉄

製の門扉がありました。農地への復旧は困難であり、周囲の状況から見て非農地と判断しても

特段に影響がないと見込まれます。また、農地でなくなった時期は平成７年頃で、地元自治会
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長、隣接者の証明もあり、平成２１年１２月２４日付非農地証明の取り扱いについての第４項

に該当するため、地域委員会としては証明することに問題はないと考えています。 

  以上です。 

〇委員 ６番を○番の○○が説明いたします。 

  ６番は、地目変更登記のための非農地証明願です。図面は６５ページに示しております。４

月１２日に現地を確認したところ、宅地の一部となっており、農地への復旧は困難であり、周

囲の状況から見て非農地と判断しても特段に影響がないと見込まれます。また、農地でなくな

った時期は平成元年頃からで、地元自治会と隣接者の証明もあり、平成２１年１２月２４日付

非農地証明の取り扱いについての第４項に該当するため、地域委員会としては証明することに

問題ないと考えております。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、７番も同じく○○が説明いたします。 

  ７番は、地目変更登記のための非農地証明願です。図面は６６ページに示しています。４月

１２日に現地を確認したところ、原野となっており、農地への復旧は困難であり、周囲の状況

から見て非農地と判断して特段に影響はないと見込まれます。また、農地でなくなった時期は

平成１１年頃からで、地元自治会と隣接者の証明もあり、平成２１年１２月２４日付非農地証

明の取り扱いについての第４項に該当するため、地域委員会としては証明することに問題がな

いと考えております。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

〇委員 番号８番を○番○○が御説明いたします。 

  ８番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は６７ページに示しております。４月１

２日に現地を確認したところ、現況は駐車場になっており、農地への復旧は困難であり、周囲

の状況から見て非農地と判断しても特段に影響はないと見込まれます。また、農地でなくなっ

た時期は平成８年頃からで、地元自治会長、隣接者の証明もあり、平成２１年１２月２４日付

非農地証明の取り扱いについての第４項に該当するため、地域委員会としては証明することに

問題ないと考えています。御審議、よろしくお願いいたします。 

〇議長 確認報告が終わりました。 

  それでは、番号４番について意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号４番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議はございませんので、番号４番は証明書を交付すべきものと決定いたします。 

  番号５番について、意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号５番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議はございませんので、番号５番は証明書を交付すべきものと決定いたします。 

  番号６番について、意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 
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  番号６番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議はございませんので、番号６番は証明書を交付すべきものと決定いたします。 

  番号７番について、意見等はございませんか。 

〇委員 済みません、質問です。７番の２筆、面積が非常に大きいんですけど、２０年経過して

おるということですが、原野で、樹木を刈らんと、重機やトラクターで鋤いてもこれは農地に

ならんでという状況なのか、私たちではちょっとわかりにくいんですが、その辺のところをち

ょっと教えてもらったら。 

〇議長 説明をお願いいたします。 

〇委員 これは○○地区でございまして、○○が構造改善、土地改良をされた時、この辺も山林

だったんですけど、それも一緒に土地改良されて、異種目換地でこの分を渡されたんです、当

初。それで、その下に○○を上げてますわね。これを宅地で販売しようとされたんですけど、

この横に、この地図にもありますね、○○。そこの臭いがひどくて、これは売れないというこ

とで、もう全くここが売れないという見込みで、もう異種目換地で置いていてもしょうがない

ので田に戻されたんですけども、ただ、田に戻されてもここはもう当初から異種目換地で渡さ

れる予定だったので、表土が全く入っていないんです。もうガラばっかしで。そういう状況の

中で管理されていましたので、そのまま放置されていたというような現状でございます。そし

て、上の草なんかは比較的きれいに刈ってあります、毎年。その世話だけは今までされていた

ということでございます。 

〇委員 わかりました。 

〇委員 ちょっと済みません、これは異種目換地ですか。 

〇委員 はい。 

〇委員 これ、前、私のところもあったんですけどね、県へ行ってもあかんし、直接法務局へ行

かないとあかんかったんですわ。この持ち主が。 

〇委員 持ち主が。異種目換地でずっと置いてたらいかんさかいということで、その３年だった

ら３年以内にその目的で使わないとあかんわね。それができないので、田に戻されたんです。 

〇委員 いや、戻されたのがそのままだったらね、浮いてしまうわけですわ。浮いてしまってい

るんですわ。 

〇委員 そうです。 

〇委員 農業委員会も手を離れているし、県も皆離れているからね、僕のところもこれ、あった

んですわ。 

〇委員 ほんで、田に戻されたということですけどね。 

〇委員 戻されたんだけど、そうすると、どっこも触れないんですわ。 

〇委員 何で。 

〇委員 知らん、それは。いや、それはそう言うたんだから。それでね、県もごっつい怒ってし

まってね、これ。土地改良がちゃんとしてないからね。３年以内か何かにせなあかんねんね。 

〇委員 ３年以内にそれ、せんならん。 

〇委員 雑種地、ちょっとできとんでしょう。 

〇委員 そうそう。 

〇委員 それでしてないから、戻されたんでしょ。うちも、そんなもん、あかんと言うてね。２
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件ほどあって、揉めたんです。 

〇委員 ここは戻っているんですよ、田に。 

〇委員 いやいや、当然田に戻ります。さらに地目は田だけど、雑種地か何かになっているでし

ょう。 

〇委員 田というだけで戻って、田の表土も何もなしに、畦畔も何もついとらんのですわ。 

〇委員 恐らくね、法務局へこれ、出されてそれから、法務局からこっちへ返ってくると思いま

すわ。僕らがやった時もそうだった。 

〇委員 法務局の中でももう田で通っているんやさかいに。 

〇委員 いや、それで、法務局へ登記に行かないとね、この持ち主が。 

〇委員 そういうことは持ち主がやることやね。 

〇田委員 農業委員会からも出されへんみたいです。僕らもそれ、出されへかった。 

〇委員 それは知らんけど。 

〇委員 それは僕もわかりません。言われていること自体もはっきりわからんさかいに。 

〇委員 ２件やったんです、現に。それで、もうどうしようもなくなって農業委員会も困ってし

まうし、県もそこまではできんと言うし。どうしたらええねんと言うたら、誰も言えん、法務

局へ行けということを。僕は言うたんです。 

〇委員 意味がわからん。うちはこれ、出てきよるさかいに。 

〇委員 やれたらええけどね。 

〇委員 出してもらって、やっていただくしかないと思います。 

〇議長 どうしようもない土地やさかいね。これ、言うたらこれで許してくれるんだったら、こ

れでもう、非農地証明でね。 

〇委員 非農地証明を出してもうたらそれでいい。 

〇委員 最初の質問の、こんな大きい土地、しかも４，０００平米近い土地を原野で出して、ど

うなんだと。もう確かに木も生えてます。付近のほ場整備した時の石、ガラ石を全部下に入れ

て、もう田んぼにはできへん、今の状態では。そういう状態です。形は確かに整形してあるけ

ど。それから、水路もないし畔道もない。 

〇委員 無理やりお願いして、土地改良に加わっていただいたという曰く付きの土地なので。 

〇議長 もうずっと先に遡ってしまうさかいね、○○町も同じ状況で、ここはガラばかりで、○

○町も同じ状況で、ガラばかりで、田んぼにはできへん。もうその最初の出発点が間違ってし

まってるさかいね。もうこれで非農地証明を出してもらった方が、私個人が言うたらあかんね

んけども。それしか、もう後の使用方法はないと思うんです。農地として。 

〇委員 非農地は市ですか。県まで行かへんのか。 

〇議長 うん。これ、行きません。 

〇委員 ちょっとだけ聞かせてほしいんですけど、これはパイロット事業か何かでやられている

んですね。開拓部分。 

〇委員 いえ、パイロット事業でもないんです。普通の土地改良事業で。 

〇委員 あ、そう。これ、農振地ですかね。 

〇委員 そうですよ。 

○委員 農振地で開拓されて、それを地目変更、県から許可が下りるんですか。 

〇委員 異種目換地だから大丈夫。 
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〇事務局 事務局でございます。土地改良区域で非農用地設定をなされた土地につきましては、

農振農用地区域外の設定になります。 

〇議長 この場合、非農用地がどうしてもできてしまいます。それもこの一つになってしまって

いるんですね。 

〇委員 ちょっと余談ですけどね。結局ね、この２０年間ね、このまま置いておったら、細かい

ことを言うたら税金が田んぼで通っているわけでしょう。雑種地にすればね、違うでしょう。

結局、脱税している訳ですわ。 

〇議長 はい、それでは、これでよろしいですか。ほかに意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号７番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議はございませんので、番号７番は証明書を交付すべきものと決定いたします。 

  続きまして、番号８番について意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号８番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議はございませんので、番号８番は証明書を交付すべきものと決定いたします。 

  次に青垣町の案件を事務局、説明をお願いいたします。 

〇事務局 議案第４号、９番、１０番、１１番、１２番、１３番、１４番朗読。 

〇議長 はい、それでは、青垣地域委員会からの確認報告をお願いいたします。 

〇委員 はい、それでは非農地証明、９番から１４番まで全部、○番の○○が説明いたします。 

  ９番は、地目変更登記のための非農地証明願です。図面は６８ページに示しております。４

月１２日に現地を確認したところ、現地は倉庫となっており、農地への復旧が困難であり、周

囲の状況から見て、非農地と判断して特段影響がないと見込まれます。農地でなくなった時期

は昭和６２年頃からで、地元自治会長及び隣接者の証明もあり、平成２１年１２月２４日付非

農地証明の取り扱いについての第４項に該当するため、地域委員会といたしましては証明する

ことに問題はないと考えております。 

  続きまして、１０番。４月１２日に現地を確認いたしましたところ、現地は露天駐車場とな

っており、農地への復旧は困難であり、周囲の状況から見て非農地と判断しても特段影響がな

いと見込まれます。農地でなくなった時期は昭和４５年頃からで、地元自治会長及び隣接者の

証明もあり、平成２１年１２月２４日付非農地証明の取り扱いについて第４項に該当するため、

地域委員会といたしましては証明することに問題はないと考えております。 

  次に、１１番。４月１２日に現地を確認いたしましたところ、現地は居宅と庭となっており、

農地への復旧は困難であり、周囲の状況から見ても、非農地と判断しても特段影響がないと見

込まれます。農地でなくなった時期は昭和４５年頃からで、地元自治会長及び隣接者の証明も

あり、平成２１年１２月２４日付非農地証明の取り扱いについての第４項に該当するため、地

域委員会といたしましては証明することに問題ないということで、証明をお願いいたします。 

  続きまして、１２番。４月１２日に現地を確認いたしました。現地は山林となっており、農
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地への復旧は困難であり、周囲の状況から見ましても非農地と判断しても特段影響がないと見

込まれます。農地でなくなった時期は昭和４５年ごろからで、地元自治会長及び隣接者の証明

もあり、平成２１年１２月２４日付非農地証明の取り扱いについての第４項に該当するため、

地域委員会といたしましては証明することに問題ないと判断いたしております。 

  次に、１３番。４月１２日に現地を確認したところ、現地は居宅と物置小屋となっており、

農地への復旧は困難であり、周囲の状況から見て、非農地と判断しても特段影響がないと見込

まれます。農地でなくなった時期は昭和５０年頃からで、地元自治会長及び隣接者の証明もあ

り、平成２１年１２月２４日付非農地証明の取り扱いについての第４項に該当するため、地域

委員会といたしましては証明することに間違いないと考えております。 

  最後、１４番。１４番は、４月１２日に現地を確認いたしました。現地は農業用倉庫、山林

となっており、農地への復旧は困難であり、周囲の状況から見て、非農地と判断いたしまして

も特段影響がないと見込まれます。農地でなくなった時期は昭和３０年頃からで、地元自治会

長及び隣接者の証明もあり、平成２１年１２月２４日付非農地証明の取り扱いについての第４

項に該当するため、地域委員会といたしましては証明することに問題ないと考えております。 

  以上でございます。どうかよろしくお願いいたします。 

〇議長 はい、確認報告が終わりました。 

  それでは、番号９番について意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号９番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議はございませんので、番号９番は証明書を交付すべきものと決定いたします。 

  番号１０番について、意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１０番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議はございませんので、番号１０番は証明書を交付すべきものと決定いたします。 

  番号１１番について、意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１１番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議はございませんので、番号１１番は証明書を交付すべきものと決定いたします。 

  番号１２番について、意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１２番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議はございませんので、番号１２番は証明書を交付すべきものと決定いたします。 
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  番号１３番は、農業委員会等に関する法律第３１条に該当する関係者がおられますので、退

席をお願いいたします。 

（該当委員退席） 

○議長 番号１３番について、意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１３番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議はございませんので、番号１３番は証明書を交付すべきものと決定いたします。 

  復席をお願いします。 

（該当委員復席） 

  番号１４番について、意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１４番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議はございませんので、番号１４番は証明書を交付すべきものと決定いたします。 

  続きまして春日町の案件を事務局、お願いいたします。 

〇事務局 議案第４号、１５番朗読。 

〇議長 はい、それでは、春日地域委員会からの確認報告をお願いいたします。 

〇委員 番号１５番、議席番号○番の○○が説明します。 

  １５番は、地目変更登記のための非農地証明願です。４月１５日に現地を確認したところ、

現地はコンクリートの進入路となっており、農地への復旧は困難であり、周囲の状況から見て

非農地と判断しても特段影響がないと見込まれます。また、農地でなくなった時期は昭和５７

年頃からで、地元自治会長、隣接者の証明もあり、平成２１年１２月２４日付非農地証明願の

取り扱いについての第４項に該当するため、地域委員会としては証明することに問題ないと考

えております。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

〇議長 はい、確認報告が終わりました。 

  それでは、番号１５番について意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がありませんので、採決をとります。 

  番号１５番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議はございませんので、番号１５番は証明書を交付すべきものと決定いたします。 

  山南町の案件を事務局、説明をお願いいたします。 

〇事務局 議案第４号、１６番朗読。 

〇議長 はい、それでは、山南地域委員会からの確認報告をお願いいたします。 

〇委員 １６番を○番○○が説明いたします。１６番は、地目変更登記のための非農地証明願で

す。図面は７１ページに示しています。４月１１日に現地を確認いたしましたところ、現地は

住宅と庭の一部となっており、農地への復旧は困難であり、周囲の状況から見て、非農地と判
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断しても特段に影響がないと見込まれます。また、農地でなくなった時期は昭和３６年頃から

で、地元自治会長及び隣接者の証明もあり、平成２１年１２月２４日付非農地証明願の取り扱

いについての第４項に該当するため、地域委員会としては証明することに問題ないと考えてい

ます。御審議のほど、よろしくお願いします。 

〇議長 はい、確認報告が終わりました。 

  それでは、番号１６番について意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がありませんので、採決をとります。 

  番号１６番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がありませんので、番号１６番は証明書を交付すべきものと決定いたします。 

 

～議案第５号 番号１、番号２～ 

 

〇議長 続きまして、議案第５号、地籍調査事業における農地の転用事実に関する回答について。

事務局、説明をお願いいたします。 

〇事務局 議案第５号１番、２番朗読。 

〇議長 はい、それでは、山南地域委員会からの確認報告をお願いいたします。 

〇委員 １番、２番のところに照会の状況が書いてありますが、そのとおりです。 

〇事務局 事務局でございます。資料につきまして再度説明させていただきますと、別冊資料、

めくっていただきまして１ページを見ていただきますと、一番真ん中の○○地内の土地につき

まして２筆、照会がきております。先程、○○の○○委員長の方からこちらの２筆の結果につ

いて御報告いただきました。地域委員会としては、こちらは変更なしということで確認されて

おります。めくっていただきますと、先程の○○の土地につきましてもカラーの現場写真が付

いてございます。 

  続きまして、めくっていただきますと２件目、○○の分と○○の分の筆の一覧を付けており

ます。計２３４筆の照会がきておりますので、こちらの方の補足説明をさせていただきます。 

ここのカラーの分につきましては、現場の写真を添付しております。 

〇委員 今の２５７２号で、その中の番号の１６２番から１６８番、これが、田が中心になって

いるんですけど、これ、雑種地というのがちょっと問題になって、畑じゃないかというような

判断をしております。他はこれに記入いただいているとおりで。 

〇委員 地図で言うたら、Ｊのとこや。 

〇議長 １６２番から１６８番まで、地籍調査では地目は田で、変更後の地目が雑種地となって

おりますが、これを現地調査した結果、これは雑種地ではない、元どおりの田であると。田で

はなく、畑。畑と認識しました。こういうことです。番号１番は、そのとおりの宅地というこ

とで。ちょっと他町のなんで見にくいですけど、何か意見はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  地籍調査事業における農地の転用事実に関する回答について、番号１番は照会のとおりであ

ります。 
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  番号２番は、雑種地から畑と取り扱うことに異議がないと回答することとしてよろしいです

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議はございませんので、地籍調査事業における農地の転用事実に関する回答について、

１番はその照会のとおり、２番は雑種地となっておりますが、畑として取り扱うことに異議が

ないと回答することといたします。 

 

～議案第６号 番号１～ 

 

〇議長 続きまして、議案第６号、農用地利用集積計画の決定について。別冊です。事務局、説

明をお願いします。 

〇事務局 議案第６号朗読。 

〇議長 はい、それでは、柏原、氷上、青垣地域委員会、３つの地域委員会、報告をお願いいた

します。 

  まず、柏原からお願いいたします。 

〇委員 １番、２番を確認しましたが、全ての農地について効率的に耕作し、農作業に常時従事

する等、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしているものと考えられます

ので、決定することに特に意見はありません。 

〇委員 ３番から１９番まで、４月１２日の氷上地域委員会において確認いたしましたが、全て

の農地について効率的に耕作し、農作業に常時従事するなど、農業経営基盤強化促進法第１８

条第３項の各要件を満たしていると考えられますので、決定することに特に意見はございませ

ん。 

〇議長 農地中間管理事業に対しても特に問題は、一つだけ入れておりますけどありませんね。 

〇委員 ありません。 

〇委員 それでは青垣、２０番から２８番まで、４月１２日の地域委員会におきまして確認しま

したが、全ての農地について効率的に耕作し、農作業に常時従事する等、農業経営基盤強化促

進法第１８条第３項各号の要件を満たしているので、決定することに異議はありません。以上

です。 

〇議長 はい。柏原、氷上、青垣と確認報告を行いました。これに対して、意見等はございませ

んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、柏原、氷上、青垣地域において農用地利用集積計画の決定

について全て照会のとおり決定することに異議がないと回答することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議はございませんので、柏原、氷上、青垣地域における農用地利用集積計画の決定に

ついて全て照会のとおり決定することに異議がないと回答いたします。 

  続きまして春日地域ですが、農業委員会等に関する法律第３１条の該当者がおられますので

退席をお願いいたします。 

（該当委員退席） 

○議長 では、確認報告をお願いいたします。 
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〇委員 春日地域委員会として、２９番から３９番まで確認いたしました。全ての農地について

効率的に耕作し、農作業に常時従事する等、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項各号の要

件を満たしていると考えられますので、特に意見はないですが３５番が、利用権の設定を受け

る人が○○市の○○さんという方になっているのですが、市島で、既に昨年までの実績がある

方だったと確認がとれておりますので問題ないと判断しております。 

  以上です。 

〇議長 確認報告が終わりました。意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  春日地域における農用地利用集積計画の決定について、全て照会のとおり決定することに異

議がないと回答することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議はございませんので、春日地域における農用地利用集積計画の決定について全て照

会のとおり決定することに異議がないと回答いたします。 

  復席をお願いします。 

（該当委員復席） 

○議長 続きまして山南地域、確認報告をお願いします。 

〇委員 ４０番から４２番まで確認しましたが、全ての農地において効率的に耕作し、農作業に

常時従事する等、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項各号の要件を満たしていると考えら

れますので、決定することに特に意見はありません。 

〇議長 はい。市島地域委員会、確認報告をお願いいたします。 

〇委員 ４３番から４９番まで全て確認しましたが、全ての農地について効率的に耕作し、農作

業に常時従事する等、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項各号の要件を満たしていると考

えられますので、決定することに特に意見はありません。 

〇議長 はい。今、山南、市島の地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  山南及び市島地域における農用地利用集積計画の決定について、全て照会のとおり決定する

ことに異議がないと回答することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議はございませんので、山南及び市島地域における農用地利用集積計画の決定につい

て、全て照会のとおり決定することに異議がないと回答いたします。 

 

～報告第１号 農地の一時利用の届出について～ 

 

〇議長 続きまして、報告第１号、農地の一時利用の届出について事務局、説明をお願いいたし

ます。 

〇事務局 報告第１号１番、２番、３番、４番、５番、６番朗読。 

〇議長 はい、農地の一時利用の届出が出ております。柏原、青垣、山南、市島、４地域から出
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ておりますが、地域委員会から補足することはございませんか。特にありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 質問等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 質問等はないようですので、報告第１号、農地の一時利用の届出については、御承知お

きください。 

 

～報告第２号 農地の形状変更届について～ 

 

〇議長 続きまして、報告第２号、農地の形状変更届について、事務局、説明をお願いいたしま

す。 

〇事務局 報告第２号１番朗読。 

〇議長 はい、農地の形状変更届について青垣地域委員会から１件、出ております。補足するこ

とはございませんか。 

〇委員 ありません。 

〇議長 はい。質問等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 報告第２号、農地の形状変更届について、１件出ております。御承知おきください。 

  報告第３号は、もう終わりました。 

 

～報告事項第４号 公共工事の届出について～ 

 

〇議長 次に、報告第４号、公共工事の届出について、事務局、説明をお願いいたします。 

〇事務局 報告第４号朗読。 

〇議長 はい。青垣、山南、市島の３件の公共工事が出ております。地域委員会で補足すること

はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ありませんか。３件が公共工事、御承知おきください。 

〇委員 済みません、大したことはないですが、青垣、公簿面積と実測面積が大きく違うのでえ

えと思ったんですけど、利用面積ですよね。もしよければ、書式を揃えてもうたら。 

○○が出したやつですよね。８９ページを見てください。公簿と実測がえらい違います。こ

んなん地権者怒ってや。利用面積が１５０平米ですね。利用面積として確認しました。もしよ

かったら、罫線を１本引いてもうて、利用面積と書いてもらっておいた方がわかりやすいかな

と。９１ページはちゃんと利用面積と書いてあると思う。図面を見たらわかるんですけど。実

測と公簿がえらい違うので、これは地権者が怒ってやと思って。  以上です。 

〇議長 またお願いします。 

  はい。では、よろしいですか。 

   

  ～報告第５号 農地法第４条の規定による許可の取下願について～ 
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〇議長 報告第５号、農地法第４条の規定により、許可の取下願が提出された旨、報告しますと

いうことで事務局、説明をお願いいたします。 

〇事務局 報告第５号１番朗読。 

〇議長 はい。柏原地域から１件の取下が出ております。御承知おきください。 

  続きまして報告第６号に入りますが、ここで議長を交代いたします。 

 

～報告第６号 農業経営改善計画の認定について（別冊）～ 

 

〇議長 日程の５番、報告・協議事項、報告第６号、農業経営改善計画の認定について、別冊で

す。事務局、お願いします。 

〇事務局 報告第６号朗読。 

〇議長 今、報告していただいた１番から７番の方に関して、何か質問等がありましたら。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ないようですので、この中の方を認定農業者に認定いたしたいと思います。 

  これをもちまして、第１回定例総会を閉会いたします。 
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会議のてんまつに相違ないことを認め、署名いたします。 

 

   平成３１年４月２５日 

 

            議  長                       ○印  

 

 

            議事録署名委員（ １０ 番委員）            ○印  

 

 

            議事録署名委員（ １１ 番委員）            ○印  


