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令和元年度 第２回定例総会議事録 

 

１．日 時  令和元年５月２４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 

○農業委員会 （２４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  ５番 德田 義信 

        ６番 山本 育男  ７番 山本 定夫  ８番 足立 康裕 

 （青垣地域） ９番 足立 篤夫  10番 足立 俊哉  11番 足立 信昭 

 （春日地域） 12番 秋山佐登子  13番 近藤 眞治  14番 婦木 克則 

 （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） 15番 三村 俊一  16番 善積 久行 

 

○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 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 

   

５．閉会 

 

１．開会 

 

○議長 済みません、時間早いんですけど、今から始めたいと思います。 

只今より、令和元年度第２回目の丹波市農業委員会定例総会を開催いたします。 

最初に、会長の挨拶、お願いいたします。 

 

２．会長挨拶 

○古倉一郎会長 （挨拶） 

○議長 はい、ありがとうございました。続きまして、事務局、会議の開催について、報告お願
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いいたします。 

○事務局 本日、１５番の三村俊一委員、１６番の善積久行委員から欠席届が提出されておりま

す。また、１２番の秋山佐登子委員より遅刻の報告を受けております。現時点で３名が欠席で

ありますけれども、２１名の出席をいただいておりますので、農業委員会等に関する法律第２

７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 それでは日程の３、議事録署名委員の指名について、議長が指名いたします。 

議席番号１３番近藤眞治委員、議席番号１４番婦木克則委員、両名、よろしくお願いいたし

ます。 

  それでは議事に入ります前に、事務局より説明がございます。お願いします。 

○事務局 再度失礼いたします。１点だけ、議案書の訂正をよろしくお願いいたします。 

  議案書資料、３ページを御覧下さい。３ぺージでございます。議案第１号第１０番、一番最

後の案件でございます。この案件につきましては、書類不備ということで、本日取り下げがさ

れております。そのため、本日の議案書から削除を願います。 

  以上でございます。 

 

４．議事 

 

～議案第１号 １番、２番、３番、４番、５番、６番、７番、８番、９番～ 

 

○議長 それでは、日程４、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 はい。番号１番を○番○○が説明いたします。 

  １番は、農地を売買により取得し、新しく農業を始めたいというもので、４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項の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。また、新たに新規就農ということで、農会にも誓約書を提出されているのを確

認しております。 

よろしく御審議いただきますよう、お願いいたします。 

○委員 番号２番を、○番○○が御説明させていただきます。 

  ２番は、農地を売買により取得し、規模を拡大したいというもので、５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項の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。 
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  御審議、よろしくお願いします。 

  続きまして、番号３番、引き続き○番○○が御説明させていただきます。 

  ３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、同じく５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項の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。 

  なお、２番３番の譲渡人は同一の方ですが、この方の残地はあります。そして利用権設定さ

れており、適切に管理されております。 

  ３番の誓約書の内容なんですけども、農地の進入路、一部進入路として使用していると。昭

和２０年頃から利用されているということです。 

そしてもう一つ、家の隣に農業用倉庫を２０年程前に建てているということが、今回出てき

ております。この件に関しまして、非農地証明願を早急に申請しますという誓約書です。誓約

書の内容はこういう形です。 

御審議よろしくお願いいたします。 

○委員 番号４番を、○番○○が御説明します。 

  ４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６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項の各号にあります全部効率利用要件、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。 

  なお、譲渡人は今回の申請で、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。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。 

○委員 すいません。１番の譲渡人の所有農地は、これで０になります。 

○議長 はい。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） 

○議長 はい。異議がありませんので、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 はい。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。異議がございませんので、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） 
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○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 はい。異議がございませんので、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） 

○議長 はい。異議がございませんので、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、青垣町の案件を事務局、説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第１号５番朗読。 

○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。 

○委員 番号５番を、○番○○が説明いたします。 

  ５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ことで、８ページに地図を

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

ることを確認しております。 

よろしく御審議のほど、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 異議がございませんので、番号５番は許可すべきものと決定いたします。 

  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。 

○事務局 議案第１号６番、７番、８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。 

○委員 番号６番を、○番○○が説明いたします。 

  ６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ページに地図を

付けております。この譲受人の目の前の農地であり、家の野菜畑として利用したいということ

で、今回の３条の申請になっております。 

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。また、譲渡人の農地は他にもありまして、適正に管理をされていることを確認して

おります。 

  以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員 次、７番を、議席○番の○○が説明いたします。 

  ７番は、贈与により取得し、経営規模を拡大したいというもので、１０ページに地図を付け
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ております。１０ページの地図を御覧下さい。申請地のすぐ西側に小さな１筆がありまして、

その筆が譲受人の田んぼでして、これと一体的に耕作をするということでございます。もう既

にその２筆を耕作いたしております。 

地域委員会としては、農地法第３条第２項の各号、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。 

譲渡人は、あと、農地はなくなるということでございます。 

○委員 番号８番を、○番○○が説明いたします。 

  ８番は、農地を売買により取得し、農業経営を開始したいというもので、１１ページに地図

を付けております。１１ページの地図を見ていただいたらわかるように、変形した集団の農地

であり、その農地から右側の下の方の、○○って書いてありますが、そこが譲受人のお家にな

ります。以前から耕作をされておりまして、当該地には栗、柿等が植栽してあり、草も刈って

適正に管理をされているのを確認しております。 

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。 

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。異議がございませんので、番号６番は許可すべきものと決定いたします。 

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 意見がありませんので、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 はい。異議がございませんので、番号７番は許可すべきものと決定いたします。 

  続きまして、番号８番について意見等はございませんか。 

○委員 残地はあるんですか。 

○委員 破産管財人の弁護士に内容を聞かせていただきましたが、亡○○さんという方には他に

たくさん農地がございまして、適正に管理されている所もあれば、今、売買をしようとされて

る所もございます。実は、破産された後に亡くなられておりまして、今そのような形でこの管

財人の方が処分を進めておられるということでございます。 

残地についてはそのような形で存在しております。 

○議長 はい。よろしいですか。 

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

  続きまして、山南町の案件を事務局、説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第１号、９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。 

○委員 ９番を、議席ナンバー○番○○が説明いたします。 

  ９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１２ページ

に付けております。申請地２２９平米のうち２分の１は、申請者の持分です。 

地域委員会としては、農地法第３条第２項の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。 

なお、譲渡人は、○○になっておりますけど、○○の方に出られるということで、今回の申

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。 

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

   

～議案第２号 １番、２番～ 

 

○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。 

○事務局 議案第２号、１番、２番朗読。 

○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いたします。 

○委員 はい。議案番号１番を、○番○○が説明いたします。 

  １番は、太陽光発電設備を建設するための申請です。図面は１６ページに示しております。 

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。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、雨水排水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

いことを確認しています。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、議案番号２番を、○番の○○が御説明いたします。 

  ２番は、太陽光発電設備を建設するための申請です。図面は同じく１６ページに示しており
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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

ール未満とされ、第２種農地と判断されると考えます。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、雨水排水については既設の排水路に接続する計画でございます。 

  地域委員会としては、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１番について、意見等はございませんか。 

○委員 １番２番なんですが、面積が１，６２９と１，２８８でちょっと違うんですが、それが

自己資金では○○万円、同じ額が出てます。全くこう他人なのに、預金が同じやなんてことあ

んのかなと思って、ちょっとこう、明らかにこの通すための書類作りやと。農業委員会、そん

なもんええわいやということで、一緒に書いたんちゃうかなと思うんやけど。これは間違いな

しにこういう事業でやられるとか、同じ事業をやって、面積が違うんやから、当然違うかなと

思ったら、自己資金も同じような額。これは農業委員会ちょっと、小馬鹿にされとるなと。 

○議長 太陽光発電設備の仕様を説明してもらえませんか。 

○委員 見積りということで。すいません。パネルの数が一緒らしいです。見積書がある会社か

ら出とるんですが、○○万円で出ております。資金の方は、残高証明はもう少したくさんある

通帳の写しが入っております。 

○委員 はい、わかりました。 

○議長 よろしいですか。 

○委員 枚数が一緒やってこと。 

○委員 はい。 

○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 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、許可相当と意見を付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。異議がございませんので、番号１番は許可相当と意見を付して、進達すべきもの

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。 

○委員 自治会とか隣接の同意は、しっかり取れとるんですか。誓約書とかそんなもの。 

○委員 協定書がある。 

○委員 ああ、そうですか。 

○委員 内容については、私はちょっとそれまでは聞いてませんけど、自治会長との話し合いで、

できておるらしいです。 

○議長 はい。他に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２番について、許可相当と意見を付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 異議がございませんので、番号２番は許可相当と意見を付して、進達すべきものと決定
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いたします。 

 

～議案第２号（一時）１番、２番～ 

 

○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一時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。 

○事務局 議案第２号、１番、２番朗読。 

○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いたします。 

○委員 はい。議案番号１番を、○番○○が説明いたします。 

  １番は、農地をかさ上げすることで、農地改良することを目的とした一時転用の申請でござ

います。地図は１８ページに示しているとおりです。 

  農地を転用するための誓約書、地元自治会等の同意も得られ、周辺農地への支障もないもの

と思われます。また農地に復元されることが確実であり、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ないことを確認しております。 

  申請人は、○○市に在住となっておりますが、実家がこの農地の近くにございます。そこを

拠点に、この申請人の息子さんが耕作されております。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

  続きまして、議案番号２番を、○番○○が説明いたします。 

  ２番は農地をかさ上げすることで、農地改良することを目的とした一時転用の申請です。地

図は同じく１８ページに示しているとおりでございます。 

  農地を転用するための誓約書、地元自治会等の同意も得られ、周辺農地への支障はないもの

と思われます。また農地に復元されることも確実であり、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。 

  先ほど質問もありましたが、１番２番のこの自己資金と言いますか、これが同じになってお

ります。この工事につきましては、１番の申請人の息子さんが、そういう○○業みたいなこと

もされておりまして、その方が両方工事をされるということで、見積りが１番の方から、上が

っております。故に、自己資金が同じというのは、見積りが同じになっております。 

  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１番について、意見等はございませんか。

はい、どうぞ。 

○委員  はい、すいません。このかさ上げで３年間ということなんですけども、作付けは何か。

どういう物を作付けすると書いてあるんでしょうか。 

○委員 畑地になりまして、果樹と栗。 

○委員 また元に戻すんかな。もう撤去せなあかん。 

○委員 地目が田から畑に変えられて、そこに果樹を植えるということです。 

○委員 復元とおっしゃった。 

○委員 農地に返すというつもりで言いました。 

○委員 引き続きすいません。 

○議長 よろしいですか。 

○委員 はい、どうぞ。 
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○委員 これ、今かさ上げって聞いたんですけども、この申請人の人は○○業でしたね。例えば

残土の持ち込みとか、そういう物はないという。 

○委員 持ち込み。 

○委員 うん。３年かけて持ち込んで、徐々にこう上げていくというような形ではなしに、どっ

かから土を購入して、持って来られるという。 

○委員 そう聞いています。 

○委員 残土は入れずに。 

○委員 残土置場でない。 

○委員 残土置場じゃないですね。 

○委員 残土置場ではなくて、自分で持ち込むというふうに聞いてます。 

○委員 それにしても長いなあと思って。購入やったらわりかし早く済む。１年もかからへんぐ

らいで済むけども、残土でしたら３年はかかるけどね。そういう心配をするだけで。ないんや

ったらそれで結構です。 

○委員 私、土の種類については聞いてないんです。かさ上げするということでは聞いておりま

すけど。 

○委員 よろしいですか。この１番の申請人が、そういう○○業をやりもって、かさ上げしてい

くいうことらしいんやね。それでこの３年間いうことらしいんですけどね。 

○委員 それ聞いたら余計残土が入るん違うんかなと。残土入ると具合悪い。 

○委員 残土はないと思うんやけど。 

○委員 残土は産廃になるんやろ、あれ。残土は産廃になるから。 

○委員 そしたら復元じゃなくって、かさ上げして、そこに果樹を作って、それで終わりやね。

復元はされないんやね。 

○委員 すいません。私、復元と言いましたが、農地を一度一時利用で、別に使って、また畑地

に戻して果樹を植えるということで。 

○委員 いや、その戻すいうのが、ちょっと今おっしゃられたね、残土置場を戻して作るってい

う、そういうふうに受け取れるようにあったので。 

○委員 そうではないんです。残土置場では使わない。かさ上げです。その土の種類はわかりま

せんが。 

○議長 よろしいですか。 

○委員 すいません。この地図を見ていただいたら、○○川というのがわかると思います。この

川の形状から言うて、市島の豪雨災害の時にも氾濫した川ということで、大変作りにくい。も

う、かさ上げしてせなんだら、しにくいとこやということで聞いております。時間がこんなか

かるんかというのは、正直、３年も要らんやろっていうのは、私もちょっと思って聞いたんで

すけど、今お答えがあったとおりのことを、私自身も伺っております。そういうことのようで

した。 

○議長 よろしいですか。 

○委員 前にもこういう申請が市島であって、災害復旧やからしゃあないというとこがあって、

１メーターからのかさ上げがあって、畑にすんねんというような申請もあったんで、度々こう

いうかさ上げの申請が出るんで、確認させてもらったんです。 

○委員 すいません。説明不足やったんですけど、このね、おっしゃったようにこの地域がもの
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すごい低いとこにある。それで災害にも遭ったりして、直されたとこなんですけど。低いもん

で、排水がでけへんと。じゅるい田んぼではしゃあないさかいに、こういう形でかさ上げを。

川に近くて逆流するんです。 

○委員 そうや。信用します。 

○議長 よろしいですか。はい。他に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、許可相当と意見を付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 異議がございませんので、番号１番は許可相当と意見を付して、進達すべきものと決定

いたします。 

  同じ内容ですけども、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。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、許可相当と意見を付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。異議がございませんので、番号２番は許可相当と意見を付して、進達すべきもの

と決定いたします。 

 

～議案第３号 １番、２番、３番、４番、５番、６番～ 

 

○議長 続きまして議案第３号農地法第５条の規定による許可申請承認について、事務局説明を

お願いいたします。 

○事務局 議案第３号、１番、２番、３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 はい。番号１番を○番の○○が説明いたします。 

  １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す。図面は、２２ページに示し

ているとおりです。 

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小集団の生産性の低い農地であ

るため、第２種農地と判断されると考えます。転用することに隣接所有者、地元等の同意も得

られ、周辺農地への営農への支障はないものと思われます。転用に伴う被害防除としては、自

然浸透で既設の排水路へ雨水を排水するということであります。また周囲につきましては、ネ

ットで囲う計画でございます。 

地域委員会としましては、農地法第５条第２項の各号には該当せず、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。 

また、地元自治会と事業者との間で、誓約書を交わしておられるということを、自治会長か

らお聞きしております。 

続きまして、番号２番を同じく○番の○○が説明をします。 

番号２番は、農地を売買により取得し、共同住宅、アパートを建設するための申請です。図

面は２３ページに示しているとおりです。 
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申請地の農地区分は、街区の面積に占める住宅の面積が４０％以上であるため、第３種農地

と判断されると考えております。街区の面積につきましては、この２３ページを御覧いただい

たらわかるかと思いますが、この県道から左上全部を街区として見た場合の１区画ということ

で、道路・鉄道・河川・水路と、公共的な施設等に囲まれた市街地の１ブロックという位置付

けでございます。街区の面積は８万８，７７５平米。宅地の面積は４万１，６６４平米で、宅

地の割合が４６．９％を占めるということでございます。 

転用することに、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１，０６６平米の農地につきましては、必要最小限のものであ

り、地域委員会としましては、農地法第５条第２項の各号には該当せず、いずれも申請内容に

問題がないものと確認しております。  

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

それから、最後見ていただきたいのですが、２３ページの斜線の右側に見えます、○○さん

というお家がありますが、これも全て一緒に買われて、更地にして、共同住宅を建設されると

いう、そういう申請でございます。 

以上です。よろしくお願いします。 

○委員 ３番を、○番○○が説明します。 

  ３番は、農地を売買により取得し、太陽光発電設備を設置するための申請です。図面は、２

４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、周囲農地への営農への

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項の各号に該当せず、いずれ

も申請内容に問題がないことを確認しています。 

御審議のほど、よろしくお願いします。以上です。 

○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。 

○委員 ○○さんっていうのが度々出てくるんですけども、○○の○○店が○○ということにな

ってて、その１グループというか、このペーパーカンパニーに近いようなとこなんですけども、

そういうことで、１つのものだという感覚でされているようです。○○店なので○○が主体で、

事業を○○が請け負っていると、そういうことを司法書士さんからお聞きしました。 

この司法書士さん、○○の方はよく御存知なんですけども、○○さんという方で、○○と○

○の境にゴルフ場が太陽光になったという、あの時にもされて、自治会長されてるってことで、

色々とその時に取り決めや何かをされたようなんで、また教えていただきたいというようなこ

ともお話をさせてもらってますけども。また○○の委員さんにもご指導いただけたらなあと思

います。 

○議長 はい。その他、何かありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 はい。ではないようですので、採決をとります。 

  番号１番について、許可相当と意見を付して、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） 
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○議長 はい。異議がございませんので、番号１番は許可相当と意見を付して、進達すべきもの

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 はい。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、許可相当と意見を付して、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。異議がありませんので、番号２番は許可相当と意見を付して、進達すべきものと

決定いたします。 

  続きまして、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、許可相当と意見を付して、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。異議がございませんので、番号３番は許可相当と意見を付して、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。 

○事務局 議案第３号、４番、５番、６番朗読。 

○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いたします。 

○委員 ４番から６番まで、譲受人と譲渡人が同じですので、一括して説明いたします。 

４番から６番を、○番○○が説明いたします。４番から６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す。図面は１６ページに示してあります。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ヘクタール未満であるため、第２種農地

と判断されると考えます。また、候補地の検討表、資金計画書、自治会等の転用同意書が添付

され、雨水排水については既設の排水路に接続する計画でございます。 

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。 

地元の自治会とは、協定書を交わされておるようでございます。 

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、許可相当と意見を付して、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。異議がございませんので、番号４番は許可相当と意見を付して、進達すべきもの

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 はい。意見等がございませんので、採決をとります。 
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  番号５番について、許可相当と意見を付して、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。異議がございませんので、番号５番は許可相当と意見を付して、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 はい。意見等がございませんので、番号６番について、許可相当と意見を付して、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。異議がございませんので、番号６番は許可相当と意見を付して、進達すべきもの

と決定いたします。 

 

～議案第４号 １番、２番、３番、４番、５番、６番～ 

 

○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。 

○事務局 議案第４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。 

○委員 番号１番を、議席番号○番○○が説明します。 

  １番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は２７ページに示してあります。 

  現地については、以前からも何度も相談があり、再三確認をしており、現地は菌床シイタケ

栽培をする目的で、平成７年頃に農業施設として許可が下りておりましたが、以前の土地の所

有者は亡くなっておられ、相続されておりますが、農業施設としての許可として登記もされて

おらず、書類も紛失されておりました。今は菌床シイタケ栽培も辞められ、農業資材倉庫、農

機具倉庫として使用されており、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

判断しても特段に影響がないものと見込まれます。地元自治会、隣接者の証明もあり、平成２

１年１２月２４日付非農地証明願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

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

  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。 

○事務局 議案第４号、２番、３番、４番、５番朗読。 

○議長 はい。事務局の説明が終わりました。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。 

○委員 番号２番を○番○○が説明いたします。 
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  このページに関しまして、私の方に申請の副本が来ておりませんので、詳しい内容等は事務

局の方から報告をお願いしたいと思います。 

現地確認は、地域委員会の方で現地を確認いたしましたところ、山林という形になっており

まして、非農地と判断しても特段影響がないというふうに確認していただきました。 

内容に関しましては、事務局からお願いいたします。 

○議長 事務局、お願いします。 

○事務局 失礼します。先程の件でございますが、○○の方から、事務局の方に証明願が出てき

ております。証明を必要とする理由につきましては、保安林の指定をするということになって

ございます。その後に、治山工事の方に入るということで、○○からの非農地証明願が出てお

ります。 

また、所有者でない○○からの申し出ということになっておりますが、書類の中に土地の権

利者であります○○さんの同意書が添付されてることを併せて報告をいたします。 

また、担当委員さんの所に書類が行っていなかったという点につきましては、事務局の方か

ら○○の方へ連絡をしまして、以後このようなことがないようにということで、連絡の方入れ

させていただきました。 

ということで、地域委員会の場で、現地を確認いただきまして、山林であるということで、

地域委員会でご確認をいただいております。  

  以上でございます。 

○委員 はい。続いて３番、４番を、○番○○が説明いたします。 

  ３番は、地目変更のための非農地証明願です。地図は２９ページに示しています。５月１４

日に現地を確認をいたしましたところ、現地の○○番地は、鉄骨２階建の倉庫兼アパートが建

っております。○○番につきましては、この建物の駐車場となっております。農地への復旧に

ついては困難であり、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。 

農地でなくなった時期は、昭和５２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。 

  続きまして、４番は、地目変更登記のための非農地証明願です。地図は３０ページに示して

おります。５月１４日に現地を確認したところ、現地は露天駐車場となっております。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４２年頃からで、地元自治会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

会としては証明することに問題ないと考えております。よろしくお願いします。 

○委員 続きまして番号５番を、○番の○○が御説明をいたします。 

  図面は３１ページに示しているとおりです。５月１４日に現地確認をしましたところ、現地

は山林となっており、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
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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。御審議のほど、よろしくお願いをいたします。 

○議長 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。 

○委員 番号２番でしたね。これ、どうも副本が担当の委員の所に行かなかったということで、

普通はこれ、副本来てなかったら取り上げませんけども。これは、まさか○○の名前が載っと

ったから、取り上げたんですか。どうなんでしょう。 

○委員 今後の例になるさかいね。はっきりしといてもらわんと。 

○議長 事務局、どうなんでしょう。 

○委員 副本も来てへんのに、何でこれを審議したんか、いうこと。ようわからへん。上がって

くることもわからへん。 

○委員 取り下げたらどうです。どうしても急がへんのやったら。 

○委員 いやいや、我々ね、今まではこういうふうにもう、副本が来やへんかったら、もうそれ

は、その月はもう取り上げへんということにしとるんです。例えばこれから、○○は取り上げ

たけど、あんたは取り上げへんわな、という言い方をしたらいいのか。どうなんでしょう。そ

このところ、事務局ちょっとちゃんと説明して。 

○事務局 今回、○○ということで、私の方が直接窓口で受け取った訳じゃないんですけども、

副本の到着と言いますか、提出のお願いというのは、すぐ確認がとれておりませんでした。○

○だから取り上げたということではございませんでして、○○の方からメモ書きがしてありま

す。その中で、保安林指定と近々治山工事に着手したいということで、メモ書きの方がござい

ましたので、その点は地元の地域委員長さんなり、委員さんに御説明をさせていただいて、地

域委員会の方で今月提案しようということで、了解をしていただいて、現地確認等いただいて、

ということで今回上げさせていただいたということです。 

○委員 副本をもらってないって今さっき言われたように思ったんですが、それは事務局には副

本いうか、正本の方は届いとったんですか。 

○事務局 事務局にのみ、正本が届いておったということでございます。 

○委員 当然事務局は、今までと同じように、副本を作って、そして担当の委員さんの所に持っ

ていって下さいねっていう説明はしたんですね。してなかったんですか。 

○事務局 その点については、提出があった際に、その部分の説明っていうのは、念押しと言い

ますか、確認が取れておったかどうかというところはわかりません。結果的には届いていない

ということなので、その部分の説明が漏れておったというふうに思います。御迷惑をおかけし

て済みませんでした。 

○委員 私はね、事務局が私ら側にいつも立って、仕事してくれてるし、事務局がもしそのよう

にちょっと説明したかどうか定かじゃなくて、って言うんだったら、我々自分の味方を後ろか

ら押すようになるんで、これはちょっとやっぱり避けたいと思います。 

ただ、これからはやっぱりね、ちゃんと副本を担当委員さんに持って行って下さいというこ

とを言って欲しいと思います。もし事務局が言うとって、担当委員のとこへ行ってへんのやっ

たら、これはもう問題なしに却下です。でも今回は、まあ多分ようけ話した中に言うたかもわ

からへん。言うてへんかもわからへんいうんやったら、これはもう我々のいつも仕事をしても

らってるんだから、仕方がないと思う。というふうに思いますが、他の委員さんは、いやいや、
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そんなもんあかんって言うんやったら、聞いてもうたらええ。 

○議長 結局、副本はどこに来とったんですか。 

○事務局 出てなかったですね。 

○議長 知らなかったということ。 

○委員 はい。地域委員会の時に、僕も全然わからん。来てないのわからなかったので、この地

域委員会の会議で、あ、もう来てるんやということで、その時に事務局が、これはもう言うと

きますということで、副本を担当委員さんに今すぐ持って行って下さいということで言われて

たんで、それを僕も待っとっただけなんで。まあ地域委員会としては説明も受けておりました

し、ただ、今発表の段階でその資料がないので、ちょっとね、戸惑ったような感じでございま

す。 

○委員 これからはそのように、後で辻褄を合わすために、ちょっとややこしい、手作業などを

しないように、きちっとしたやり方を通して、普段のいろんな書式と同じような方式でやって

いただくようにお願いして、今回は我々のお仕事を手伝ってくれてる事務局ですから、仕方な

い。いや絶対あかんよ言う人おったら聞いてもらったら。私はええと思いますけど。 

○議長 今、○○委員が言われたように、副本がなかったら絶対受けられんという意見が今出ま

したけども、皆さんよろしいですか。 

○委員 地域委員会では許可されて通されたんで、これはもう問題ないんですけれども、その時

に副本を、後からでも委員さんの方に届けるとか、未だに行ってへんというのは、やっぱり今

後ちょっと汚点を残すと思うんで、やっぱりそれはわかった段階ですぐに処理して持って行っ

ていただくとかいうことやなかったら、事務局から何ぼ説明受けたから言うて、委員さんの仕

事としてはちょっとしにくいなと。 

○議長 そういうことなんで、今後副本が来てなかっても、その地域委員会で説明されると思い

ます。事務局からね。それでも後付けでもやっぱり副本はね、出すって決まってるもんやから、

担当者に出していただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○委員 ○○地域としては、一切副本がなかったら受け付けません。 

○委員 今話題になってる部分について、副本、今の話は副本ということですけど、似たような

話で、書類が、例えば分筆登記がまだ間に合わないとかいうこともあると思います。 

 そういう時の取り扱いについて、各地域によってこう差があるということではいかん。今回

やったら、この申請者が○○やからこうしたっていうようなことを、実際はそうやなかっても

言われかねへんことに繋がってくるということもあると思うんで、各地域によってそれぞれ考

え方違うんやっていう、それはよろしくないと思います。申請者とか、この治山事業、今回や

ったら治山事業ということやったら、とにかく早うせな梅雨に入るとかいうような事情もある

と思うんで、そんなもんあかんわって言うようなもんでもないというのは、ようわかるんです

けど、そのあんまり差がないようにするということは、非常に大切なことやと思いますので、

そのようなとこ、他の地域がどういう考え方でやっとるということが、細かなとこまで、それ

ぞれの方、なかなかわかりかねると思います。その辺については、事務局で、各地域を担当持

ってますんで、ここの地域ではこういう話で、こういうふうにしたというようなことを含めて、

ある程度同じような流れでいけるということを、事務局内でもちょっと話をしていただいて、

あんまり大きな差がないということを、心掛けていただきたいなというふうに思います。 

よろしくお願いします。 
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○委員 余り大きな差がないというよりも、同じにして下さい。ちょっとぐらいやったら差があ

ってもええ言うのは、これは間違いや。間違いです。受け取り方によって、多少違ってくる。 

 同じ決めにしてほしい。それも審議するのに、こういう大勢おるとこでせんでも運営委員会

で、各町ごとに出してもうて、どれがええかいうのを審議してもうたらもうそれでええと思い

ますけど。 

○事務局 その件につきましては、運営委員会で方向性を決めていきたいと思いますので。 

○委員 今日は日が、時間あるらしいから。 

○議長 ○○委員、まあそれについて運営委員会でも方向性を決めていきたいと思いますので、

それでよろしいですか。 

○委員 それでいい。そうしよう。 

○議長 はい。 

○委員 もう一つね、その時にね、副本とここに農業委員会に出すのは後日でもいいんですか。 

ということは、５日の締め切りやったら、我々の所へ来るのは６日でも７日でもいいんです

か。 

○議長 それは５日締めって決まってますからね。 

○委員 はい。 

○議長 それは５日やと思いますけど。 

○委員 それも決めとって。そんなんおるんです。そういう１日遅れたら持って来れへんだとか

ね。だからできるだけ同じように。できたらもう５時ぐらいまでに。 

○議長 ５日やから、５日までに持って来るのが当たり前やけどね。 

○委員 わかりました。それも一応してください。 

○議長 はい。そういうことでよろしいですか。 

  では番号２番について、その他の意見はございませんか。  

（「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 異議がございませんので、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。 

○委員 議長、○番の○○です。 

  現地はもう僕もよく知ってる場所で、非農地で問題ないと。この証明者、場所が○○、○○

地区なんですけど、証明者これ、○○いうのはこれ○○地区であって、要は証明者、本来なら

○○のをもらうべきなんで、非農地ぐらいやったらいう言い方は悪いですけど、これ４条５条

やったらえらいことやけど、これ非農地ぐらいやったら別に問題ないいう形で、この○○やか

ら、これ○○校区の○○もちゃんと自治会あるんです。どうなんかな。現地は全然、この案件

非農地で、僕は問題ないと思うんです。この証明者の問題で、こういう隣の自治会、もうここ

ほんまに境ではあるんですよ。○○と○○の。で、その辺の証明者、自治会長。これ隣の自治

会長。 

○委員 そのことについては、副本を受け取りました時に、私も感じとったんですけども、確認

いたしましたところ、ここの場所については○○自治会にお付き合いがされておるということ
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で、大字そのものは○○というふうになっておるんですけども、○○の自治会に参加されて、

お付き合いをされてるというふうに聞きましたんで、今回、受け取りました。 

○委員 それも一理あるなあとは思いますが、しかしやっぱり我々は、その担当の地域でやられ

とるんで、ここはやっぱりお付き合いがそっちであっても、その地番が隣のとこやったら、や

っぱりそれは隣にやってもらう方がええんじゃないかと思いますけどね。そんなことを言い出

したら、うちらもおってんですよ。新宅出して、付き合いはこっちでやっとる。元々でやって、

そしたら色んなことをしてもらう、証明とかそんなんしてもらう時でも、こういうふうにし出

したらちょっとややこしいんで、私は、ちゃんとした地番でやってもらう方がええんじゃない

かと思うんですけど、どうでしょう。 

○議長 これ事務局、農地法関係ではどういう扱いになるんでしょう。 

○事務局 よろしいか。大前提、非農地証明願を出される場合の添付書類としては、その土地の

事情を知る複数の方の証明という考え方を持っております。なので、極論を申し上げましたら、

自治会長でなくても法的には問題ないのかなと。その土地を知る、例えば隣に住まわれとる、

隣に農地を持たれて、ずっと昔から営農をされてるっていう方がございましたら、大字の管轄

される自治会長でないとだめという考え方はないのかなということは、法的にはあるのかなと

思いますけど。ただ、当丹波市農業委員会としましては、やはりまあ複数の、という考え方で、

やっぱり一番近接した所に住まれたり、土地利用される方の証明書及びその地域の在住の方と

いうことで、これまで取り扱いしてきておりますから、本当にその大字として、単純に確認だ

けでいくのか、やはりその土地を所管される自治会の代表とされるかということについては、

御議論いただいて、それも先程の話じゃないですけど、正式にお決めいただいてもいいんじゃ

ないかなと思います。 

  以上です。 

○委員 なかなか画一的にこうというのは、難しい場合というのがあるんやないかという気がし

ます。現在では○○の○○という所なんですけど、地籍調査が終わりましたんで、整備はされ

たんですけど、地籍が入る前に、○○集落自治会の家が密集している真ん中に○○の地番があ

ったんです。いわゆる○○の飛び地という形で。例えばそういう所が非農地証明願出てきても、

○○の自治会長に聞いても、そんなん何年前かなんてわからへんというのが普通やと思います。 

そういうこともあるんで、こうするという画一的な決め方っていうのが、なかなか難しい面

があるんやないかと。 

この○○という地番であるけど、ここは○○の自治会の方が、２０年以上前から非農地にな

っているということを証明するにはふさわしいと。で、その人の方がよく御存知やということ

であれば、そっちで証明してもらう方が、非農地証明書を発行するにはふさわしいんではない

かと。今回の場合で言うたらそういうふうに感じます。なかなかそれが、この地番に合わせて

っていう、本来であればそういうような気もするんですけど、そうばっかりいかん時があるな

っていうことを、ちょっと感じるんで、決めてしまうというのが難しい面も存在するというふ

うにも考えます。 

  以上です。 

○委員 今、非常に特殊な、飛び地の問題を出されました。もし必要なんでしたら、事務局に仕

事してもうて、丹波市内にどれだけの飛び地があって、これについてはここや、ここに頼んで

下さいというようなことをしてもらう必要があるんですか。私は飛び地というような特殊な例
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を出して、ここで、私の付き合ってる自治会が向こうにあるんで、向こうの自治会長にお願い

しますというようなことを言う必要があるかどうかという点で、私疑問に思います。 

ただ、基本的には、その当該の自治会長に頼んだらええと思うんですが、今さっき言われて

るように、２名でしたら、１名は自分の住んでる所。あと１名は、自分が付き合ってる所。そ

れにしてもいいんじゃないですか。飛び地があるいう意味では、特殊な例をいっぱい出して持

ち出すんなら、もうこれからどこでもええいうことになりますよ。 

○委員 特殊な例と言われたら、確かに特殊な例かもしれないけど、非農地証明願の証明、証明

者ですんで、そこが２０年以上前から農地でなくなっているということを知っている人である

必要があると思います。そう考えた時に、地番のとおりの自治会よりも、そこのことをより御

存知の方に証明をお願いすべき。知らない人の証明で、証明書を発行するよりは、よく御存知

の方の証明によって証明書を発行するということの方が、この非農地証明書を発行するにふさ

わしいと思いますんで、そういう面から言うて、ここ、今回のここについては、昔から○○と

してお付き合いをされとると。ほんで○○の人が御存知やということであれば、そういう○○

の自治会長の証明と、近隣の方の証明で、僕はええんやないかと思います。 

○委員 この申請人が、地主はこの○○さんなんですわ。それがこっち、○○の自治会の自治会

長が証明をしとるということで、これでこの申請が出とったら、これでええんちゃいまんの。 

何もおかしいこと、疑問になるようなことはないと思うんですけどね。このとおりで申請が

出てきとるんやで、これをこっち側の地域委員会で言うて、こうやああやってするっていう訳

にもいかへんし、この申請が出とるとおりで、これで総会にかけさせてもろとるさかいに、こ

れでええんちゃいまんの。何もそんなに言うことあらへん。 

○議長 今言われたように、自治会長やなくってもかまへんと、その土地をよく知っておられる

方でよいという意味でしたら、○○の自治会長がされておられますけども、○○と付き合いを

されとったら、○○の人がより多く知っておられると思うので、これでいいとは思います。限

定じゃないですよ。 

○委員 今の議論の参考にですが、自治会長さんと他１名の、他の方は、どこの方かっていうの

は確認は。 

○委員 ○○の自治会の方。 

○委員 自治会の、例えば土地が近くにあるとか、よく知っておられる方っていうことですか。 

○委員 ちょっとここね、大字そのものが○○であるのか○○であるのか、ちょっとわかりにく

い所で。向かいに○○っていうのがあるんですけども、これも○○のお付き合いなんですね。 

その辺ちょっと、境の所でややこしいんです。○○の集落そのものはですね、その下側、○

○と書いてありますね。これからこの下の方に集落がありまして、全然こう場所が離れとるん

です。 

○議長 ちょっと○○に入ってしもとるんやね。 

○委員 そう。○○に入ってしもた所です。それは我々も確かに○○やと思っとった所が、○○

の地番で。そういう地域ですんで、色々とややこしいところはあると思います。ただ、私、○

○町の○○なんですけども、○○も自治会としたら、５つぐらいの自治会に広がっておりまし

て、自治会の中でも○○地番の所と○○地番の所、同じ自治会に道路の向かい側で、こういう

ふうな状況もあってですね、非常に地元の自治会やなかったら、どこがこの境になるっちゅう

のはわかりにくい所ではありますので、私は私の判断として、この７０年もこの○○の地域に
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住んでおる私の判断として、そこは一応○○の自治会長から、というふうに判断しております。 

○議長 はい。今の意見でよろしいでしょうか。 

○委員 どう考えてもね、よく知ってる人いうの、言われてましたが、基本的にはね、その自治

会でやったらええと思うんですよ。だから、これはやっぱり基本的にはそうやけど、今言われ

たようによく知っている人でもいいということなら、それも一文加えるほうがいいと思います。 

基本的には属地主義でやって、プラス宅地化された時がいつだかわかる人の証明も可である

というふうにしとったらいいんじゃないですか。基本的にはやっぱり属地にすべきだと思いま

すよ。 

○議長 その証明はこれやね。 

○委員 最初からね、そのことの、宅地化されたのがいつだか知ってたら、別に誰でもいいよう

な言い方は、例えばもっと距離離れとっても、いや実はあれ宅地化された時わしあそこおった

んや。今転居して違うとこおるけど、あの人が来たったんは、確かに２０年以上前やというこ

とを言えたら、別にそれでもええいう言い方やから。 

○議長 そうやね。それでもええ。 

○委員 そうやね。だから、基本的には属地で、当該自治会にお願いするにしても、その他、宅

地化された当時の事情を御存知の方も可である、ということにしといたらどうですか。 

最初からね、そういうことはわかっとる人やったら誰でもいいいうことを言うたら、それは

それでちょっと無制限になるんちゃうかないう気もするんで。 

○議長 誰でもいいんですね。 

○委員 誰でもいいんですか。 

○委員 証明書類にサインして、判子押してもらいます。ほんで、その証明で書類審査、農業委

員会は審査しますんで、証明するというその行為は、やっぱりある程度責任があります。そう

いうことから言うて、御存知の方、２０年以上暮れているということをはっきりと言える方、

そういうある程度の責任がありますんで、そういう人に証明してもらうということなんです。 

○委員 だから、先程ね、私がちょっと引っかかったんは、宅地化された時期を御存知の方であ

れば別に誰でもええんや、言うのはちょっと無節操かなと。だから基本はやっぱり属地で、そ

の地域の方、役員さんなり誰でもいいとしたら２名以上の証明をもらいたい。でも、たまたま

その人が、いや実はここ来た時には、ここにおった人は他にもおってんやと。その人の証明を

お願いしたいと言うんやったら、それもええしと。いうことですね。だから大阪に住んどった

っても、いや、あの人うち来た時には、２０年以上経っとるで。うちあの時にこんなことあっ

てな。覚えとんや言うちゃったら、大阪の人でもええって。だから基本はやっぱり属地主義に

しとこ。今まで基本的にはそうでしたでしょ。属地主義やったんちゃうんかな思うけど。今回

ややこしいのは、隣の自治会の会長が証明しとるさかいに、えーっていうことになったんでし

ょ。だからもうこれからやっぱり。 

○議長 隣ちゃうけど。隣ではないですよ。この自治会に入られとる人。 

○委員 え。 

○委員 属地主義で、今回自治会長が証明されとるということなんです。ただ地番が、○○って

いう地番になっとるだけで、その場所としては、○○という場所なんです。 

○議長 地番が違うだけ。 

○委員 あ、行政区は○○やいうこと。 
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○委員 そうそう、そうです。 

○委員 そやけど、基本的にはね、行政区でしたら、うちらでもややこしいのようけありますよ。 

○委員 私とこの自治会の規約でもね、横の○○の地番があるんですよ。だからそこについては

ね、規約で一番最後のとこにね、○○区域外のその所については、○○という地番になってい

るけれども、これについては○○自治会のもんだということを、自治会規則に掲げとるんです。 

だから、○○地番であってもね、○○自治会の証明でよいと思ってます。 

○事務局 よろしいですか。 

○委員 別にこんなになるつもりじゃなくて、ただこういうこともあるんやなという。逆にまだ

勉強のためなんですよ。これ４条５条やったら逆にどうなんですか。４条５条の場合、例えば

ここ４条５条とか色んな自治会の判子もろて来いですか、こうなった場合は。要はどこの判子

もろて来るのか。 

○議長 一緒ですわ、今と。 

○委員 一緒ですね。じゃあ４条５条も同じですか。考え方としては、どうでしょう。その辺も。 

もしここで太陽光、非農地やなくて太陽光。 

○事務局 はい、事務局です。すいません。せっかくご意見いただきましたんで、改めて２９ペ

ージの図面を御覧下さい。今、○○委員から説明いただきましたように、この非農地証明の証

明願地を含む、この図面の上半分は、行政区エリアとしては○○なんです。たまたま土地の地

番は○○やけど、行政区としては○○なんですよね。だからやはりその土地を所管する地域の

代表ということで、○○の自治会で証明いただいたという経過でございます。 

当然に同じ地番で、もしもここが４条５条の申請あった場合には、当然にこの土地を所管す

る地域の代表ですから、自治会長も農会長も、○○の代表の方の同意を求めます。 

○委員 よろしいか。先程もあったんやけど、今もう自治会長も年代が若くなって、２０年前の

こと知っとらん自治会長が判押した。それよりも、やっぱり近くの人に、ほんまこれ２０年前

から、年配者に聞いて、ほんまにもうこれ山林になっとるかどうかいうことを確認して判子を

押してもらうのが、一番確実やと思うけど。 

そやからこんな、ここが非農地であるかないかの判断やさかいに、やっぱりそれは２０年以

上経っとる人に、年配の人に判子、証明印を押してもらうということが、一番ええんやないか

と思うんですが。そんなもん今自治会長若くなって、２０年前のこと知っとる人少ないもん。 

そやからそういう近所の人でええさかい、年配者やら近所の人が、知っとる人が言うてもう

て、ほんでここに名前書いてもうたらええやん。証明者の名前を。そやからこれは非農地であ

るかないかの判断やから、農地でないことを、地域委員会では報告しとんのやから、それでよ

ろしいやん。 

○議長 それでいいんですよ。そのとおりですよ。知った人が判子押したらいいんです。今ちょ

っと言われたけど、自治会長が若い、何も知ってへん、言われたらちょっとクエスチョンやな

あと思って。 

○委員 自治会長が、自治会を代表して押すなら、若くても年寄りでも構へんのです。 

○委員 先程、○○の委員さんはおっしゃいましたが、どうも話聞いとったら性善説なんですよ

ね。つまり、そんな悪いことはせえへんということなんやけど、私はいつもこう、目を擦って

ちゃんと見とかな。聞くこともちゃんと聞いとかなあかんと思うんです。そやからちゃんと、

さっきも言いましたように、基本的には居住する属地の自治会長さんのやつを一つ入れて欲し
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いというのもありますが、しかしその宅地化されたのがいつやったかいうのが、ちゃんと証明

できる人であれば、それでもええと。二つしとって欲しいんです。ほんなら大体そうやね。申

請書持ってきたら、あそこの自治会行ってきないとか簡単に言いますからね。 

○議長 はい、すいません。もうこの件はこれでよろしいですか。 

○委員 僕は、勉強のためというか、後学のためというか。 

○議長 今日は早く終わる予定でしたが。 

○委員 すいませんでした。 

○議長 はい。じゃあもう採決をとります。 

  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 はい。意見等がないようですので、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 異議がございませんので、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、番号４番について、意見等はございませんか。 

○委員 すいません。これももう確認だけなんですけど、すいません。話が大きくなったらあれ

なんですけど。これ雑種地ではないんですか。これ宅地と一体で、露天駐車場、雑種地ではな

く、これは宅地で。 

○議長 ああ、宅地ね。 

○委員 これはいわゆる隣に建物があって、それと一体利用した露天駐車場みたいな、３番の案

件でおっしゃってたんで、多分これも同じような関係で、これも露天駐車場ですけど、このよ

うに建物があっての宅地なのか。細かい話ですけど、別に雑種地でもええんかな思ったりした。 

ただそれだけです。要は露天駐車場は雑種地が多いので。問題ないんですけどね。 

○委員 それはもう○○の委員会で見てもうとるんやから、雑種地や何やあんたが言わなくても

いい訳や。 

○委員 じゃあ言いません。 

○委員 その担当地域の人が言うたら、そのとおりにせえって言うのか。 

○委員 いや、そのとおり違うやないか。見てきとるやないか。 

○委員 いやいや、見てきとるけど。見てきとるさかいそのとおりにせえ言うのか。 

○委員 それでええやないか。 

○委員 ちゃうちゃう。今のおかしい。 

○委員 何でもないんですよ。その話があったんで。 

○委員 ちょっと聞くんやけど、宅地と雑種地いうたら税金違いますか。 

○議長 はい、地元委員さん、どうでしょうか。 

○委員 一体的に利用がされておりますのでね、こっちは雑種地でこっちは宅地というふうにせ

んでもいいんじゃないかなと。 

○議長 じゃあそれでいいんですか。 

○委員 はい。全然問題ないですよ。 

○委員 ちなみに教えて欲しいんやけど、宅地と雑種地いうのは税金違うの。 

○事務局 また登記地目とまた課税地目は別のものになってくるんですけども、やはり違います。 
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宅地は宅地、雑種地は雑種地で違います。 

○委員 雑種地の方が安いね。 

○事務局 はい。ただ、○○委員さんからお話いただきましたように、やはり独立した地番であ

っても、隣のお家の駐車場みたいな感じであれば、もう一つの宅地なんだという、そういう判

断、それは税務課がしますけれども、明らかに利用は別、独立したものであるということにな

れば、これは課税上も差が出てくるのかなと、このように考えております。以上です。 

○委員 公衆用道路でも一緒ですよ。進入路が、宅地に進入路やったら。宅地でした。以上です。 

○議長 はい。その他意見等はございませんか。 

○委員 はい。私はね、農業委員はやっぱり農家の利益になる。１円でも利益になるんやったら、

それ決めるのは税務課なんで、税務課に任しとってもええけど、我々はこの申請書類の中で、

とりあえずは安い方でええん違うんですか。何やいうて書いとっても、それは税務課が決める

ことやないの。 

○議長 いやいや、公平公正に。 

○委員 何。 

○委員 税務課は現況課税と違いますか。 

○委員 現況課税やから、だから我々が、何に使うというのを聞いて、こういう申請書の中で書

くんやったら、同じ用途としても、宅地と雑種地は違うんやったら、我々普通駐車場なんかは

雑種地で出すんですよね。だから安い方で出した方が。そういう我々の意気込みがわかってえ

えんちゃいますか。普通はね、雑種地で出すけど。安い方で出したら。どう対応するかは税務

課の自由。 

○委員 この現況地目について、今もあったように宅地と一体と、境もどこかわからへん。宅地

と一体というような感じであれば、宅地という現況地目にもうなろうと思うし、独立したもの

であれば、雑種地という地目、現況の地目がそうなろうと思います。 

  この現況地目については、申請書に申請者が書いてますんで、実際地域委員会で現場を見に

行かれて、議案書に書いてある現況地目と、いや、これはこっちやでっていうことがあれば、

地域委員会でこの現況地目の訂正なりの話をしていただいて、進めていただいたらええのかな

というふうに思います。よろしくお願いします。 

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

  続きまして、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。意見等がございませんので、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 はい。異議がございませんので、番号５番は証明書を交付すべきものと決定いたします。 

  続きまして、山南町の案件を事務局、説明をお願いいたします。 
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○事務局 議案第４号、６番朗読。 

○議長 はい。事務局の説明が終わりましたので、山南地域委員会からの確認報告をお願いいた

します。 

○委員 ６番を、○番○○が説明させていただきます。 

  ６番は、地目変更登記のための非農地証明願です。図面は３２ページに示しております。 

５月１３日に現地を確認しましたところ、現地は露天駐車場になっており、農地への復旧が

困難であり、周囲の状況から見ても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５０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います。以上です。 

○議長 はい、確認報告が終わりました。 

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

  議案第５号に入ります前に、ここで暫時休憩といたします。３時半まで休憩します。 

 

（休 憩） 

（再 開） 

 

～議案第５号 １番～ 

 

○議長 時間がまいりましたので、只今より再開いたします。 

次は別冊になりますけれども、議案第５号農用地利用集積計画の決定について、事務局、説

明をお願いいたします。 

○事務局 議案第５号朗読。 

○議長 はい。それでは、議案第５号に入りますが、一番最後のページ、農地中間管理事業もあ

ります。これも含めて、この番号１７番、１８番、１０１番、１４３番、１４５番ありますけ

れども、これはこの中に含まれておりますので、柏原地区だったら柏原地区の番号の中に含ま

れておりますので、これも入っているという形で説明をお願いいたします。中間管理事業だけ

は別になるという意味ではありません。番号の中に、通し番号の中に含まれておりますので、

よろしくお願いいたします。 

それでは最初に柏原地域委員会からお願いいたします。 

○委員 １番から２５番までを確認しましたが、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ございません。 

○議長 はい。柏原地域委員会からの報告でした。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 はい。意見等がないようですので、採決をとります。 

柏原地域におけます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 はい。異議がございませんので、柏原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、氷上地域ですが、農業委員会等に関する法律の第３１条に該当する方がおられ

ますので、退席をお願いいたします。 

（該当委員退席） 

○議長 それでは、氷上地域委員会からの報告をお願いいたします。 

○委員 はい。番号２６番から６９番まで、５月１４日氷上地域委員会におきまして、確認をい

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、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

ありません。 

○議長 はい。確認報告が終わりました。氷上地域における件でございますが、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。 

氷上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 異議がございませんので、氷上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、青垣地域の確認報告をお願いします。 

○委員 はい。青垣地域、７０番から８７番につきまして、５月１４日の地域委員会におきまし

て、確認をいたしました。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項の各号の要件を満たしているので、決定することに特に

異議はありません。以上です。 

○議長 はい。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 はい。意見等がありませんので、採決をとります。 

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 異議がございませんので、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。復席をお願いします。 

（該当委員復席） 

○議長 続きまして、春日地域に移りますが、農業委員会等に関する法律第３１条に該当する方
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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 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。 

○委員 はい。８８番から１３４番まで、地域委員会で確認いたしましたが、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項の各要

件を満たしていると考えますので、決定することに特に意見はありません。 

○議長 はい。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 はい。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 はい。異議がございませんので、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。復席をお願いいたします。 

（該当委員復席） 

○議長 続きまして、山南地域の確認報告をお願いいたします。 

○委員 はい。１３５番から１５７番まで、５月１３日の地域委員会で確認しましたが、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。 

○議長 はい。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 はい。意見等がございませんので、採決をとります。 

山南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 はい。異議がございませんので、山南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。 

続きまして市島地域に移りますが、これも同じです。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、退席をお願いいたします。 

（該当委員退席） 

○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。 

○委員 １５８番から１９８番まで、地域委員会で確認しましたが、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号の各要件を満た

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ありません。 

○議長 はい。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 はい。意見等がありませんので、採決をとります。 

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） 
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○議長 はい。異議がございませんので、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～ 

 

○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。 

○事務局 報告第１号１番朗読。 

○議長 はい。山南地域委員会から補足することはありませんか。 

○委員 １番を、○番の○○が説明いたします。一時利用の届出につきましては、地図横側にあ

ります消火栓の修理をするために、工事作業用地として一時利用したいということです。 

  図面を３６ページに付けておりますけれども、利用する時の隣接所有者、自治会長、農会長

の同意を取っておりますけれども、実際小規模であったために、利用期間も４月の１０日から

４月の２０日で、済ましてしまっておりましたんで、申し訳ないということにつきましては、

始末書が付いております。なお、利用した後、原状復旧をして、田植えも済んでおります。以

上報告します。 

○議長 はい。補足説明が終わりました。質問等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 はい。ないようですので、農地の一時利用の届出について、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～ 

 

○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。 

○事務局 報告第２号１番朗読。 

○議長 春日地域における補足説明はございますか。 

○委員 はい。１番の形状変更について、地域委員会として御報告いたします。 

  この当該農地につきましては、申請人は実は昨年、都会の方から来て、農業を始められた方

でございます。当該農地につきましては、以前から農地パトロールで問題になっておった所で

ございまして、そこを今回、花木とかですね、それから花木の枝ものの収穫だとか、そういう

ものに利用したいということで、今回農作業道をこの状態に付けて、作業をしやすくするため

に、このように形状変更したいという申請でございます。当該農地につきましては、通ってお

る道からかなり低い所にありますので、そこを作業道として使いたいという内容の申請であり

ます。 

  形状変更に伴う誓約書、地域の方の証明もございまして、今回このような内容で申請が出さ

れております。 

○議長 はい。只今、補足説明が終わりました。質問等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 はい。報告第２号農地の形状変更届について、御承知おきください。 

  

～報告第３号 農地法施行規則該当転用届について～ 
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○議長 続きまして、報告第３号農地法施行規則該当転用届について、事務局、説明をお願いい

たします。 

○事務局 報告第３号１番朗読。 

○議長 はい。氷上地域委員会から、補足説明はございませんか。特にありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 番号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 はい。質問等がないようですので、報告第３号農地法施行規則該当転用届について、御

承知おきください。 

 

～報告第４号 公共工事の届出について～ 

 

○議長 続きまして、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。 

○事務局 報告第４号朗読。 

○議長 はい。２件の公共工事の届出が出ております。青垣、市島地域委員会からの補足説明は

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 はい。この２件につきまして、質問等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 はい。質問等がないようですので、報告第４号公共工事の届出について、御承知おきく

ださい。 

  これをもちまして、令和元年度第２回定例総会を閉会いたします。御苦労様でした。 
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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。 

 

   令和元年５月２４日 

 

            議   長                      ○印  

 

 

            議事録署名委員（ １３ 番委員）            ○印  

 

 

            議事録署名委員（ １４ 番委員）            ○印  


