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令和元年度 第３回定例総会議事録 

 

１．日 時  令和元年６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 

  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（０名） 

 

○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 農地転用許可条件の変更申請承認について 

  議案第 ５ 号 非農地証明願承認について 

議案第 ６ 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 ７ 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 公共工事の届出について 

 

５．閉会 

 

１．開会 

 

○議長 只今より、令和元年度第３回の定例総会を開催いたします。 

  まず最初に、古倉会長に挨拶をお願いします。 

 

２．会長挨拶 

○古倉一郎会長 （挨拶） 



 - 2 - 

 

○議長 ありがとうございました。それでは、事務局、会議の開催について、報告をお願いいた

します。 

○事務局 本日、２０番の和田委員さんが１０分程遅刻するという連絡を受けております。結果、

２３名の委員さん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 日程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１５番三村俊一委員、議席番号１６番善積久行委員、両名、よろしくお願いいたし

ます。 

  議事に入ります前に、事務局から議案書について説明がございます。 

○事務局 失礼いたします。議案書の訂正をよろしくお願いいたします。 

  まず、１９ページを御覧下さい。１９ページでございます。農地法第５条の規定による農地

等の所有権移転の申請承認について、１番、柏原町の案件です。１番、柏原町の案件につきま

しては、申請者からの取り下げにより削除、取り下げにより削除を願います。 

  それから、引き続きまして、３２ページを御覧下さい。非農地証明願承認についてでござい

ます。番号１でございます。申請人の方が、急遽この１３日にお亡くなりになられたというこ

とで、所有者に代わって法定相続人の方が書類を整えた上で御提出いただきました。結果、本

日、申請人を修正して提案をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○○さん、住所、お名前、年齢を全てこの方、丹波市○○町○○の○○さん、○○歳に変更

を願います。以上２点、よろしくお願いいたします。 

 

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、１０番～ 

 

○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番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりましたので、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 それでは、１番につきまして、議席番号○番の○○が説明をいたします。 

  １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、４ページに地図を

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、この譲渡人は、他にも畑があります。お父さんが○○さんでした。この方は、元々○

○の方でして、そのお父さんは亡くなられました。そして、この方の名義で残ってる畑があり
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ます。これは良好な状態であったように、私ちらっと通って見たらありましたので、良好に作

られておりました。以上です。 

○委員 番号２番を、○番○○が説明をいたします。 

  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、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、進入路につきましては、地図で見ますと、南側の道路と申請地との間の圃場が申請者

の所有でございまして、許可が下り次第、申請地とこの圃場も含め栗等の果樹を植栽するとの

ことです。 

  以上でございます。よろしく御審議いただきますよう、お願いいたします。 

○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 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 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。 

  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、３番、４番、５番朗読。 

○議長 説明が終わりましたので、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３番を、○番○○が説明いたします。 

  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、６ページに地図を

付けております。 

  地域委員会としましては、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。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

  続きまして４番も○番○○が説明いたします。 

  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、７ページに地図を

付けております。 

  地域委員会としましては、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用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
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確認しております。 

  なお、誓約書でございますが、この地図で○○さん、ここが実家でございますが、その横に

白抜きの四角い建物がございまして、平成１１年頃に小屋を建てて、鶏を飼っていたというこ

とでございます。現在は野菜の収納庫として利用しているということで、未申請でございまし

て、早急に是正をして申請手続を履行するということを誓約いたしますという、誓約書が付い

ております。今後、是正計画としましては、この未申請の土地に、まずは２アール未満の農業

用施設の届出を行うということで計画をしておりますということで、申請時期は令和元年８月

１日ということになってます。以上のような誓約書が付いております。 

  よろしく御審議のほどお願いいたします。 

○委員 番号５番を、○番の○○が御説明いたします。 

  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もので、図面は８ページに

付けております。 

  地域委員会としましては、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用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

確認をしております。 

  よろしく審議のほどお願いします。 

  なお、譲渡人の農地は、あと３筆残っております。以上でございます。 

○議長 確認報告が終わりました。 

  それでは、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 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 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 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。 

  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番朗読。 

○議長 説明が終わりましたので、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、○番の○○が説明いたします。 
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  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ことで、９ページに地図を

付けております。 

  なお、譲受人の住所が○○市となっておりますが、９ページの地図の申請地の左側の囲みの

所に、本人は住んで農作業をもうここ何年も行っておられて、住所だけがまだ移転できていな

いという状況です。 

  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

いますので、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。 

  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 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。 

  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、７番、８番、９番朗読。 

○議長 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 ７番、８番、９番を、○番○○が説明いたします。 

  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、地図は１０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

おります。 

  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、地図は１１ページ

に付けています。 

  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。 

  この地図をちょっと見ていただいたらいいんですけど、この斜線の下の部分が一体でして、

この部分だけ自分の物として耕作されていたんですが、この部分が譲渡人の物だということが

わかって、譲り受けるらしいんです。 

  ９番、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。 

  譲渡人は、今回の申請で農業経営を廃止されます。それと、○○の住所になっておりますが、

その農地の南側に３軒あるんですが、１番右側の空欄になっている部分を購入されて、この３

条が許可されれば、それで住所を移されるそうです。以上です。よろしくお願いします。 

○議長 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。 
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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。 

  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 意見がありませんので、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 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、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、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９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。 

○事務局 議案第１号、１０番朗読。 

○議長 説明が終わりましたので、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 番号１０番を、○番○○が説明します。 

  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、１３ページに地

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、許可要件全てを満たしていることを確認してお

ります。 

  この案件には、権利移転についての誓約書、地元土地改良区の同意書が添付されています。 

  なお、譲渡人は、今回の申請で農地はなくなり、農業経営を廃止されます。 

  譲受人、○○氏は、農業経営と畜産業も兼務されており、主に畜産用の藁が必要で、今回の

取得地は、地図にもありますように、家のすぐ裏でもあり、何事にも効率が良くなると考えま

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、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１０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～ 
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○議長 続きまして、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、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 説明が終わりましたので、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 それでは、１番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  １番は、貸露天駐車場に転用するための申請です。地図は次のページの１６ページに示して

おります。申請地は、住宅等が連たんする地域で、農地の集団規模が１０ヘクタール未満のた

め、第２種農地と判断されます。転用することに地元自治会、農会等の同意が得られて、周辺

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。 

  なお、この申請地の隣地で○○を経営する娘に貸し出すもので、土地使用賃貸契約書も添付

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。以上です。 

○委員 ２番を、○番の○○が説明いたします。 

  申請地は、一般住宅の露天駐車場と進入路に転用する目的の申請です。地図は１７ページに

付けています。 

  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、周辺

農地への営農への支障はないものと考えております。 

  また、転用面積は２１６平米と妥当であり、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。始末書につきまして、朗読させていただき

ます。 

  今般、私は本件土地を申請地として、農地法第４条の許可申請をいたしましたが、本申請地

を非農地としたことを始末書をもって申し上げます。申請地の地目は田でありますが、平成２

年６月に隣接地にて自宅を建築した際にともに整地し現在に至るものであります。これは農地

法所定の手続を経ずになしたものであり、今後はこのようなことにならないよう確約するとと

もに、農地法第４条の許可申請の件、よろしくお願い申し上げます。 

という始末書が出ております。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。 

  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 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

いたします。 

 

～議案第３号 ２番、３番、４番、５番、６番、７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、２番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。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２番を、議席番号○番○○が説明いたします。 

  ２番は、売買によって、畑を山林の筍栽培のために進入路として使用したいとの申請でござ

います。図面は２１ページに示しているとおりでございます。 

  申請地の農地は、山林に囲まれ、公共投資のない生産力の低い農地であり、第２種農地と判

断できます。地元自治会、水利代表、農会長の同意を得られ、周辺農地への営農への支障もな

いものと思われます。 

  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。 

○議長 確認報告が終わりました。 

○委員 済みません。経過書を朗読させてもらいます。 

  本件土地は、譲渡人が放置状態のまま、既に雑木雑草が生い茂った状態で、山林化しておっ

たものを譲渡人がこれを刈り取り、生育畑として再生したものでございます。ところが、これ

が上部山林への進入路にあたり、ここを転用し、進入路を回転ができる場所として利用したい

との思いがあり、適法に許可を受けるべく本申請に至ったものでございます。 

  以上です。 

○議長 確認報告がおりました。 

  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

いたします。 

  続きまして、氷上町の案件、事務局説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第３号、３番朗読。 

○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。 

○委員 番号３番を、○番の○○が説明いたします。 

  番号３番は、農地を売買により取得し、一般住宅を建築するための申請です。図面は２２ペ
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ージに示しているとおりです。 

  申請地の農地区分は、ＪＲの○○駅から３００メートル以内に存在するため、第３種農地と

判断されます。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、転用面積は利用内容に見合ったものであり、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。 

  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、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３号、４番朗読。 

○議長 説明が終わりましたので、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 ４番を、○番○○が説明いたします。 

  ４番は、売買により取得し、農家住宅、農業用倉庫を建設し、露天駐車場としても利用した

いというものであります。図面は２３、２４ページに示しているとおりです。 

  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。 

  申請人は、水稲、栗を栽培されている地域の担い手の後継者でもあり、今回、親とは別に住

宅を建てて、その近接の農地を今後耕作していこうというものであります。代替地の検討表も

付けておりますが、山裾の地域を申請地として選定しております。図面にもありますように、

この山裾の傾斜地でもあり、山林に隣接する場所で、現状、耕作放棄地のような状況になって

いる場所であります。当該地の南側、今回建てる南側の農地は、近隣の高齢者によって綺麗に

耕作されている所でありまして、今後、荒れる恐れがありますが、今回の申請人の、ここで農

業をするという申請によりまして、耕作放棄が免れるようなことを期待したいと思っておりま

す。 

  周辺の３条申請と今書いておりますが、これは今後３条申請をして、この周辺の農地も取得

し、また高齢者によって耕作がされておりますその周辺農地も、今後耕作していこうというも

のであります。 

  また、右側の通路の部分につきましては、区分としては山林ということで、その部分も通っ

てこの住宅に進入するという形の絵を描いております。 

  当該地は、変形田ということもあり、また、山林からの水が流れてくるということで、排水

路、また傾斜地の法面を設置をしなければならず、面積的には妥当であるというふうに考えて

おります。 

  隣接所有者、地元との同意も得られ、周辺農地への営農への支障はないものと思われます。 
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  また、転用面積は必要最小限であり、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という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。 

○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、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。 

  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、５番、６番、７番朗読。 

○議長 それでは、事務局の説明が終わりましたので、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 ５番を、○番○○が説明します。 

  ５番は、農地を売買により車庫として利用するための申請です。これは去年の１１月に農振

除外の申請があり許可された案件です。地図は２５ページに示しているとおりです。 

  申請地の農地区分は、横の道路に上下水道があり、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。 

  ６番と７番も同じく○○が説明します。 

  ６番、７番は、申請人が同じですので、一括で御報告させてもらいます。 

  ６番、７番は、売買により工場と露天駐車場を新設するための申請です。これも去年の１１

月に農振除外の申請があり、許可された案件です。地図は２５ページです。 

  農地区分は、既設の工場の２分の１以内ですので、第１種農地の例外と思われます。 

  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。 

  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。 

  また、地元等の協定書も交わされる予定と聞いております。 

  以上です。よろしくお願いします。 

○議長 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５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。 

  続きまして、６番、７番は併議とさせていただきます。６番、７番について、意見等はござ

いませんか。 

○委員 済みません。この施設の概要のとこで、工場を建てられると。それと露天駐車場となっ

ていますが、これ相当大きな資材を運ばんなんと思うんやけど、どこから出入りされるんです

か。 

○委員 工場と申請地の間の駐車場、これもその工場のものなので、そこから。 

○委員 こっちからか。駐車場のとこから入ってくるね。 

○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 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号６番、７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６番、７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、２６ページです。事務局説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第３号、１番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。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 番号１番を、○番○○が説明いたします。 

  １番は、祖父との間で使用貸借権を設定し、一般住宅と露天駐車場を建築するための申請で

す。図面は２７ページに示しているとおりです。 

  申請地は、第１種農地と判断されますが、例外的許可事由になる、集落に接続して設置され

る日常生活上必要な施設に当たると考えられます。 

  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。 

  また、転用面積は４７２平米で、必要最低限のものであり、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。 

○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 意見等がございませんので、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。 

 

～議案第４号 １番～ 
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○議長 続きまして議案第４号、農地転用許可条件の変更承認申請について、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 説明が終わりましたので、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１番を、○番の○○が説明いたします。 

  今回の申請の土地は、平成３０年１０月２６日付で転用許可がされた土地であります。申請

の内容が所有権の移転から使用賃借権の設定への変更のみでありますので、地域委員会では許

可することに問題がないと考えておりますので、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。 

  番号１番、変更申請でございます。これにつきまして、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、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、進達すべきと決定いた

します。 

 

～議案第５号 １番、２番、３番、４番、５番、６番、７番、８番、９番、１０番～ 

 

○議長 続きまして、議案第５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５号、１番、２番、３番、４番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりましたので、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 番号１番を、○番の○○が説明いたします。 

  １番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は２２ページに示しております。 

  ６月１２日に現地を確認しましたところ、倉庫が建っており、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はないものと思われます。 

  また、農地でなくなった時期は昭和５７年頃であり、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

会としましては、証明することに問題はないものと考えております。 

  この案件につきましては、前の白板に書いていただいておりましたが、この○○さんという

申請人が、この時点では御健在だったんですが、その後、亡くなられましたので、相続人の娘

さんであります○○さんが代表して申請人になられたということで、誓約書がございます。読

み上げさせていただきます。 

  誓約書。この度、下記の土地について、非農地証明を申請するにあたり、相続による所有権

移転登記が未了であることに関し、万一、今後他の相続人との間で問題が生ずることがあれば、

申し出の責任において対処することを誓約いたします。ということで誓約書をいただいており

ます。よろしく御審議をお願いいたします。 

  続きまして、番号２番を○○が説明いたします。 

  番号２番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は３４ページに示しております。 
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  ６月１２日に現地を確認しましたところ、現地は車庫と庭の一部になっており、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はないものと見込まれます。 

  また、農地でなくなった時期は、昭和６０年頃であり、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はないものと考えておりますので、御審議のほど、よろし

くお願いいたします。 

  続きまして、番号３番を、同じく○○が説明いたします。 

  番号３番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は３５ページに付けております。 

  ６月１２日に現地を確認しましたところ、現況は居宅と資材置場となっており、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ものと見込まれます。 

  また、農地でなくなった時期は、平成８年頃であり、地元自治会、隣接者の証明もあり、平

成２１年１２月２４日付の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ものと考えております。 

  よろしく御審議のほど、お願いいたします。 

○委員 続きまして、４番を、○番の○○が説明いたします。 

  ４番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は３６ページに示しています。 

  ６月１２日に現地を確認したところ、現況は宅地の一部と庭、倉庫になっており、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４６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。 

  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 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。 

  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。 

（「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） 
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○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、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 意見等がございませんので、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 異議がないようですので、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、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５号、５番、６番、７番、８番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。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 それでは、５番を、議席番号○番○○が説明させていただきます。 

  ５番は、地目変更登記のための非農地証明願です。地図は３７ページに示しております。 

  ６月１３日に現地を確認したところ、車庫や物置小屋が建ててあり、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６年頃からで、地元自治会、また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。以上です。 

○委員 ６番と７番を、○番の○○が説明いたします。 

  ６番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は３８ページに示しております。 

  ６月１３日に現地を確認したところ、現地は、申請人が○○さんですので、○○のための倉

庫と作業所となっておりまして、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ので、御審議のほど、よろしくお願

いします。 

  ７番を説明いたします。地目変更のための非農地証明願です。 

  ６月１３日に現地を確認したところ、現地は農業用倉庫となっており、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４３年頃からであり、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、証明することには問題ないと考えています。 

  よろしくお願いいたします。 

○委員 ８番を、○番○○が説明いたします。 

  ８番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は３９ページに示しております。 

  ６月１３日に現地を確認したところ、現地はもう一般住宅が建っており、宅地となっており

ます。農地への復旧が困難であり、周辺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。 
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  また、農地でなくなった時期は、昭和５１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。 

○議長 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、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。 

  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。 

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

  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５号、９番、１０番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  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、１０番を、○番○○が説明させていただきます。 

  ９番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は１０ページに示しています。 

  ６月１１日に現地を確認したところ、現地には○○番地の一部に倉庫が１軒建っており、そ

の他は山林になっております。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５年頃からで、地元自治会長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
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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。 

  １０番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は４０ページに示しています。 

  ６月１１日に現地を確認したところ、現地に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５６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。 

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

  続きまして、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 異議がございませんので、番号１０番は証明書を交付すべきものと決定いたします。 

  議案第６号の前に、ここで暫時休憩としたいと思います。２時５５分まで休憩といたします。 

  よろしくお願いします。 

 

（休 憩） 

（再 開） 

 

～議案第６号～ 

 

○議長 ２時５５分になりましたので、再開いたします。 

  議案第６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。 

○事務局 議案第６号、朗読。 

○議長 今回は、山南地域でございますので、山南地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

  済みません。市島もございます。山南の方からお願いします。 

○委員 山南町、地籍事業における農地の転用事実に関する回答の下に書いてあります番号１番、

山南町太田地内は、照会内容が田１０５筆、畑９４筆あります。それ皆そのままで回答してお

ります。 

  ２番目に、山南町玉巻地内も山南町長野地内も、田２０６筆、畑４２筆の内、雑種地になっ

ている部分がありまして、３４ページ、３５ページ、３６ページ内の黒枠分が雑種地になって
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おりますが、畑と回答しております。それから、畑４２筆の分は畑としてそのままです。よろ

しくお願いします。以上です。 

○議長 続きまして、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 最後の４９ページ、５０ページ、５１ページです。 

  森林組合からの照会で、台帳は畑になってますけど、写真のとおり森林、確認したところ森

林となっております。よろしくお願いします。 

○議長 市島地域委員会では、この地籍調査事業における現況確認は、照会のとおりでよろしい

んですね。 

○委員 はい。そうです。 

○議長 山南地域につきましては、変更がございます。 

  ３４ページ、３５ページ、３６ページ、黒い太線で書かれたところは、調査前の土地の表示

ということで田になっておりますが、地籍調査後の土地の表示というのは雑種地になっており

ますが、これ全て畑に変更という説明です。 

これについて、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、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、山南地域においては変更がございます。番号で言いますと、１７３番から１８８番、１９

８番から２０８番、２１０番から２２０番、２２１番から２２８番、調査後の土地の表示は雑

種地となっておりますが、それを畑に変更ということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、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、

今話しましたとおり、１７３番から１８８番、１９８番から２０８番、２１０番から２２０番、

２２１番から２２８番は雑種地になっておりますが、これを畑に変更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。 

  市島地域におきましては、地籍調査のとおりでございます。 

 

～議案第７号～ 

 

○議長 議案第７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７号朗読。 

○議長 それでは、各地域委員会からの確認報告をお願いいたします。 

  最後の番号３番、農地中間管理事業の番号３番もここ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、柏原地域より確認報告をお願いいたします。 

○委員 １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、

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 続きまして、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 ６月１２日、氷上地域委員会におきまして、２番、４番、そして３番の農地中間管理事

業の３件につきまして確認をいたしましたが、効率的に耕作し、農作業に常時従事する等、農
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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

ことに意見はありません。 

○議長 続きまして、青垣地域委員会の確認報告をお願いいたします。 

○委員 ５番から１０番につきまして、６月１２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、決定することに異議はありません。 

  以上です。 

○議長 続きまして、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 １１番から１３番まで、６月１３日の地域委員会で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 続きまして、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 １４番から１７番まで確認しましたが、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、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 続きまして、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 １８番から３９番まで確認しました。１８、１９、２０は前から市島町でやられており

ますので問題ないと思います。３９番は、氷上の地域委員会に確認をとりました。この方もき

っちりやられてるので問題ないと思うということです。 

  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。 

○議長 各地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  １番から３９番まで、これらにつきまして、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、採決をとります。 

  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 異議がございませんので、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 説明が終わりました。氷上地域委員会からの補足説明はございませんか。 

○委員 ありません。 

○議長 これについて、質問等はございませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 質問等はないようですので、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、２番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。春日、市島地域委員会から補足することはございません

か。 

○委員 特にありません。 

○議長 これら２件について、質問等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ないようですので、御承知おきください。 

  

～報告事項第３号 公共工事の届出について～ 

 

○議長 続きまして、報告第３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３号朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。３件の公共工事の届出が出ております。これらにつきま

して、質問等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 質問等がないようですので、御承知おきください。 

  これをもちまして、令和元年度第３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。 

 

   令和元年６月２５日 

 

            議  長                       ○印  

 

 

            議事録署名委員（ １５ 番委員）            ○印  

 

 

            議事録署名委員（ １６ 番委員）            ○印  


