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令和元年度 第４回定例総会議事録 

 

１．日 時  令和元年７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 非農地証明願承認について 

  議案第 ５ 号 丹波農業振興地域整備計画の変更に係る意見について（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 農地の形状変更届について 

  報告第 ２ 号 農地法施行規則該当転用届について 

  報告第 ３ 号 公共工事の届出について 

  報告第 ４ 号 農地法第５条の規定による許可の取消願について 

  報告第 ５ 号 農業経営改善計画の認定について（別冊） 

 

５．閉会 

 

１．開会 

 

○議長 只今より、本年度第４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 
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（古倉一郎会長挨拶） 

○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 事務局です。本日の定例総会、２４名の農業委員さん全員が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。なお、本日の議案の第５号の中で、丹波農業振興地域整備計画の変更に係

る意見についてということで、ご審議いただく予定にしております。このことがございますの

で、本日の定例総会には農業振興課の担当者に出席をお願いしております。このことを併せて

報告させていただきます。以上でございます。 

 

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１８番田中耕作委員、議席番号１９番野垣克已委員、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、 

１１番、１２番、１３番、１４番、１５番、１６番、１７番、１８番、１９番、２０

番、２１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１番を、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、図面は７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

しています。 

  なお、この案件には誓約書が添付されております。譲受人の所有農地の中に、非農地となっ

ている所があるため、今後、非農地証明願を提出するということと、元々譲受人は○○の出身

の方で、そちらで農地をお持ちで遠いということもあって、利用権設定で他の方に耕作を委託

されているということでございます。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 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） 
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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、氷上町の案件を事務局、説明をお願いします。 

○事務局 議案第１号、２番、３番、４番、５番、６番、７番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりましたので、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 ２番について、議席番号○番○○が説明をいたします。 

  この案件については、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。 

  この買受人の住所は、実はこの譲渡人の元の住所であります。この譲り渡しのお父さんとい

うのは私達も一緒に仕事をしたんですが、集団転作とか集団で地域の農地を何とかしていこう

ということに一生懸命やられた元組合長でもありました。その方の息子さんです。今度、譲受

人はそのお家に入って、それがこの地番なんですけど、入ってこられて新たに農業を始めると

いうことであります。 

  ただ譲渡人は、もう一筆、集落内に畑は小さいのがあるそうです。それも今のところはたま

に来て、作っているそうですが今のところ問題はなく、ちゃんと管理はされているようです。

以上です。そういうことです。 

  ３番について、同じく○番○○が説明させていただきます。 

  １０ページを見ていただきますと、珍しく集落内に１枚ぽつんと田んぼがありました。ここ

を西隣の譲受人が買って、田んぼを作りたいということですが誓約書があります。この誓約書

はどんなのかと言いますと、こっちの斜線を引いてあるちょっと上側の左の方に○○さんとい

う方がいらっしゃいますが、この方の左側が譲受人の田んぼでありまして、畑ですね。ここへ

トラックみたいな物を置いたり、ちょっと小物を置いたりしているんで、今耕作されてない様

子なんです。それで、これ非農地証明を取りたいという話でしたので、近々にこの申請書を出

すということであります。以上です。 

○委員 済みません。地域委員会としては、どうなんですか。 

○委員 それを言わなあかん。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。以上です。 

○委員 番号４番を○番の○○が説明します。 

  ４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ページに地図

を添付しております。 

  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。 

  なお、今回の申請に当たり、譲受人の農家台帳を確認しましたところ、譲受人の所有地の一

部に農業用の倉庫が建っていることが判明しました。早急に未申請の転用農地を是正するため、
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申請手続をすることと誓約書が添付されています。 

  この農業用倉庫が建っている分につきましては、昭和５９年に建てられた訳でございますが、

その時には４条申請で申請を出された訳ですけれども、登記ができてなくて、未登記というこ

とで再度、登記をされるということでお聞きしております。 

  よろしく御審議のほど、お願いいたします。 

  続きまして、番号５番を○番の○○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、１２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

しています。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

  また、この農地につきましては、譲渡人が水稲を耕作しておる関係で、収穫後の引渡しが条

件となっております。以上です。よろしくお願いします。 

○委員 番号６番を○番○○が御説明いたします。 

  ６番は農地を売買により取得し、農業経営を拡大したいというもので、１３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。御審議よろしくお願いいたします。以上です。 

○委員 ７番を○番○○が説明いたします。 

  議案番号７番は、農地を売買により取得し、目的はまた説明しますが、地図は１４ページに

記載しております。 

  今回の譲受人、○○なんですけども、目的としては新規就農者の育成を目的として、今回取

得を検討しておられます。近くに、ちょうど右になりますけれども、東側に燃料センターがあ

りまして、そこを拠点にしてこの土地をイチゴ栽培、新規就農者、農業後継者の支援育成と、

あとここにイチゴ栽培でモデルケースを作ってみようという、実験的にここを取得したいとい

うことで取得されます。 

  地域委員会としては、元々これは数年間耕作放棄地であったということもありまして、あと

○○さんも、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も十分

に満たしておりますので問題ないというふうに判断しております。 

  今回、譲渡人はこの売買をもって、農業経営は廃止されます。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 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、番号３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 意見等がございませんので、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。 

  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。 

  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、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、８番朗読。 

○議長 事務局の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、経営規模を拡大したいというもので、１５ページに図面

を付けております。 

  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

とを確認いたしております。 

  なお、譲渡人の農地は、これで終わりで農業経営の廃止ということでございます。審議のほ

ど、よろしくお願いいたします。以上です。 
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○議長 確認報告が終わりました。 

  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 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、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、９番、１０番、１１番、１２番、１３番朗読。 

○議長 事務局の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９番を議席番号○番の○○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、１６ページに地図

があります。 

  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、譲渡人につきましてはもう少し農地があると聞いております。なお、地図上の３筆あ

ります横に○○さんというお家があるんですが、これも譲受人が家を買って、生活するという

ことで自治会長の所へ挨拶に行かれております。 

  以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員 １０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１７ペー

ジに示しております。 

  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

確認をしております。 

  譲受人の１７ページにあります○○と書かれた所は、元々は譲渡人の住まいのあった所で、

既にここに移住して生活していますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員 続きまして、次のページ１１番を議席番号○番の○○が説明いたします。 

  １１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、１８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。 

  １８ページの地図を御覧いただきますと、この申請地のすぐ南側、隣接でありますが、この

部分も譲受人が第５条で購入を予定しておりまして、後ほど５条のところで説明いたします。 

  以上です。よろしくお願いします。 

○委員 １２番、１３番を、続けて○番の○○が説明いたします。 

  １２番、１３番は、同一の譲受人が農地を売買によって取得し、経営規模を拡大したいとい

うもので、１９ページに地図を付けております。 
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  この案件につきましては、先月、この農地の空いている部分が○○番という地番がありまし

て、そこに農家住宅を建てるということで、先月許可をいただいた部分でございます。その周

辺農地を今回取得することによって農業規模を拡大したいという内容のものでございます。 

  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。 

  また現地は、耕作放棄地のような所になっておりまして、今回の取得によって農地として利

用するということと、それから恐らく形状変更で土を多少入れて耕作ができやすいようにした

いということを聞いております。 

  また、譲渡人につきましては、１２番につきましては残余の農地が、まだ田んぼがありまし

て、本人が耕作されております。１３番についても若干の農地が残った状態になっております。 

  以上、御審議を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。 

  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 意見等がございませんので、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。 

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

  続きまして、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 異議がございませんので、番号１２番は許可すべきものと決定いたします。 

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

  続きましての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、１４番、１５番、１６番、１７番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりましたので、山南町地域委員会からの確認報告をお願いします。 

○委員 １４番から１７番まで、○番○○が説明させていただきます。 

  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、地図は２０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。 

  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２１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。 

  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、地図は２２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。 

  １７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２２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。 

  なお１５番、１６番、１７番は譲渡人の残地はございません。農業経営を廃止されます。 

  以上、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。 

  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、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１４番は許可すべきものと決定いたします。 

  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。 
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（「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 異議がございませんので、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、番号１７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 異議がございませんので、番号１７番は許可すべきものと決定いたします。 

  次に、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、１８番、１９番、２０番、２１番朗読。 

○議長 はい、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 １８番を、○番○○が説明いたします。 

  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ことで、地図は２３ペー

ジにございます。 

  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

おります。 

  譲受人は、現住所が○○市となっておりますが、申請地から１００メートルほど離れた所に

実家があり、そこが拠点となっております。また申請地に隣接する家も購入予定となっておる

ようでございます。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します。 

○委員 １９番を、○番○○が説明します。 

  １９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２４ペー

ジ、２５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。 

  なお、新規就農です。それで、家は地図を見ていただいたら申請地の真ん中辺りに○○番地、

○○番地、この間に○○さんという家があり、そこにもう住んでおられます。あとトラクター

はあるんですが、田植え機、コンバイン等は農機リースによって営農されるということで、譲

渡人はこれで農地がなくなって廃業です。 

  以上です。よろしくお願いします。 

○委員 番号２０番、２１番を、○番○○が説明します。 
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  ２０番は、申請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、２６ページ、

２７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。 

  この案件につきましては、権利移転についての誓約書、地元土地改良の同意書が添付されて

います。なお、申請地は地図を見ていただいたらわかりますように５筆になっておりまして、

あまり集約ができてない形でございますけれども、作付計画は、景観作物、いわゆるコスモス

の植栽でございます。今も言いましたように、放置しております農地の景観植栽の今後の継続

については難しい面もありますけれども、今後、近接農家が耕作したいと希望されるような農

地として今後の保全管理活動をしていただくように要請をしております。 

  譲渡人は今回の申請で農地がなくなります。農業経営を廃止されます。ともに実家、山林と

も全部処分をされております。 

  ２１番を○番○○が説明します。２１番はこの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、２６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 

  この案件につきましても、権利移転についての誓約書と地元土地改良区の同意書を添付され

ております。ちなみに地図にあります当該農地の横に○○と書いてありますけど、譲受人がも

う既に取得しています。先程も言いましたように、譲渡人は今回の申請で農地がなくなり、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 はい。確認報告が終わりました。 

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

  番号１９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１９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１９番は許可すべきものと決定いたします。 

  続きまして、番号２０番について意見等はございませんか。 

  はい、どうぞ。 

○委員 よろしいか。直接この件とは関係ないかもわからないですけど、○○へ藤の花を見に行

きまして、その時に駐車場として農地をそのまま利用される、観光みたいな感じで見せてもら

いましたけども、農地と言うより何か埋め立てして駐車場のような形の場所が○○近くにあっ
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たんです。それが果たして、農地と言えるかどうかちょっと判断に苦しむような状況でした。 

そのような状況の中で、今回このような申請があるのは、その辺の整合性はどうなのかなと

いう。 

○委員 そこは一時、駐車場の申請ができてなかった時に、駐車場に利用されておって、ちょっ

と水が溜まったりして、荒地でしたので駐車場にちょっとバラスを敷かれたようです。 

それのバラスを取った後、ちょっと残っておる農地がありますので、なかなかそれを取って

しまうと毎年あそこが地上げで申請されていますので、また低くなるので、池みたいになりま

すので、ちょっと残っておる場合があります。あそこを買う申請につきましては、お寺の法人

のお寺ですね。法人がされております。申請につきましては。今回の申請につきましては、お

寺が買うことができませんので、○○住職という個人名の農地でございます。既に田んぼ１，

１６３平米という土地も前から持っておられましたし、譲渡人が病気で療養生活に入られます

ので、どうしても預かって欲しいという、特別言うたら悪いですけど、寄附でもしたいという

気持ちでこういうふうに引き受けられたというように聞いています。既に○○さんの山林も全

て○○さんが一括で変更されたいうような過程がございます。ただ、私もさっきも言いました

ように、集約せんと土地をあっちもこっちもばらばらになってきたら、今後コスモス景観作物

としても団地化はなかなかできないので、長期化は難しいなと思いまして、常にやっぱり景観

のあれとしましても適正に保全活動をしていただいておれば、その近接の農地からもちょっと

利用したいので、利用権を設定させてくれんかというようなことがあるかもしれんので、常に

保全活動につきましては、適切にやって下さいよという要望はしておる。そういうようなこと

でございます。 

○委員 売買によって５年間その方が作られるという前提でされる訳なので、それは面積なんか

全部足したら、８，２０７平米あるので、相当大きな面積を○○さんがされるということなの

で、それに前の駐車場の管理をきちんと畑として利用されてるのかどうか。その辺も含めて、

適切に管理されているのかなということがちょっと疑問に。 

○委員 はい。駐車場に関してはそのままです。利用されておりません。また来年４月頃に駐車

場として申請される。作れんというような状態です。 

○委員 それは畑として、認められるんですか。 

○委員 難しい。駐車場以外の所についてはなかなか。難しいことがありますけど、作る人があ

の地域ではもうないんですよ。まあ、草刈りだけでもしてもうとったら、年に１回は草刈りし

て下さいよと。それで耕作放棄地みたいに１メートルの草は生えてないと思います。 

○委員 そういう状態で新しい農地の取得が適正かどうか。 

○委員 そうです。買われたと言うよりも、もう無理やり寄附されてしもうたと。どないしても

地域の人が作ることがないので。 

○議長 あの、済みません。駐車場の件につきましては、一時利用ということはこれはお寺が一

時利用をされた。今回、申請は個人で。ちょっとこう、今のと別の話なんですけども、一時利

用は復元してもらうような指導を、一時利用ですからね。また農地に戻すということが条件な

ので、そのままになっているというのはちょっと。 

○委員 そのまま、駐車場にして、そのまま原野で駐車場に使いよったんや。 

○議長 一時利用ですから。 

○委員 前は草木の生えてない原状復旧でそのまま、原状に駐車場として、そのまま原状復旧で
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そのまま。 

○議長 暫時休憩。 

（休 憩） 

（再 開） 

○議長 再開します。もう一度、地域委員会からの報告をお願いいたします。 

○委員 一時利用が終わりましたら、原状復旧するように要請、また指導していきたいと思いま

す。 

○議長 はい、よろしくお願いします。はい、２０番について何か他に意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見がないようですので、採決をとります。 

  番号２０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２０番は許可すべきものと決定いたします。 

  続きまして、２１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 意見がないようですので、採決をとります。 

  番号２１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２１番は許可すべきものと決定いたします。 

  続きまして、２８ページ、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 はい、事務局の説明が終わりました。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 １番、２番を、○番○○が説明します。 

  １番、２番は、農地を賃貸により経営規模を拡大したいという申請です。これは農の学校が

耕作する予定になっております。地図は２９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、許可要件全てを満たしていることを確認してお

ります。よろしくお願いします。 

○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。はい。 

○委員 これ、農の学校で利用するということだと思うんですが、うちにも毎週のように研修に

来るんですが、耕作の現状というのが１年目ということでなかなか綺麗にきっちり全部できと

るかと言ったら、なかなかそうでないようなことと、今後、これ拡大していって、大体きっち

り利用計画なり、このようにしていくということを見て、また地域委員会でも確認しながら際

限なくこれ拡大していくということのないようにしといた方がいいかなというふうに思います

ので、意見として言っておきます。 

○委員 現状として、今、賃貸借で農の学校が経営されとる農地は適正に野菜を作ってされとる

ので、それは確認しました。 

○議長 今後、地域委員会としては監視していってもらいたいということで、よろしくお願いい
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たします。 

○委員 注意して見ておきます。 

○議長 他に意見等はございませんか。はい、どうぞ。 

○委員 これ、市長名で譲受人が申請されとるんですが、これ市長名でこういう農地を賃貸借で

借りるというのは、その辺はどうかなと思って。この○○の場合は、○○が実際は運営される

んですけれども、○○という法人で、今回は買われたんですけど、ここは賃貸借ですのでちょ

っと違うんですけど、その辺、市長名でここへ上がってくるのはどうなんかな。農の学校とし

て出される方がええのかどうか。ちょっとその辺、判断がわからなかったんですが。もし回答

できるようだったら、答えてもらえたら。 

○議長 事務局、お願いします。 

○事務局 事務局です。今、農の学校の試験圃場にということで借り受けることを、市長名で受

けることはどうなんだということを御意見いただいたかと思うんですけれども。大前提やはり

今回、学校の運営自体は委託したような形でしております。やはり事業主体、あくまでもこれ

は丹波市として、新たな担い手を育てていく、育んでいくんだということで事業を展開してい

くということでございます。よって、そのいわゆる学びの場の設定については、市側も責任を

もって設定していかなければならないことでございます。 

  そうした中で、農地法のルールの中で本来であれば、農業者でないと農地の権利を借り受け

たりいうことができないということもあるんですけれども、地方公共団体が公用又は公共用に

使用しようとする場合には、特例的に下限面積要件であるとか、常時従事要件、いわゆる３条

の許可要件を免除してもいいんですよという条項がございます。あくまでも、その農地がどう

いう形で使われるのか。今回は、地域委員会の中では、農の学校のカリキュラム等々内容を見

ていただいて、あくまでも一般を対象に一つの農業の学びの場のためであるとされますので、

それをもって、いわゆる農地法３条の許可要件は免除ができる内容であると確認いただいて、

申請を受けていただいたと、こういった経過がございます。 

  そうした中で、実は先程の○○さんも事業主体は○○なんですけど、ほぼ内容は一緒なんで

すね。やはりあちらも新たな担い手を育んでいこう、またこういう農業形態があるからまた学

んで下さいよという、同じ目的でされておるんですけども、残念ながら先程言いました農地法

第３条の免除のところは、地方公共団体がということが前提にありますので、○○さんの場合

はあくまでも、やはり一農業の法人で、自らの経営規模拡大のための方と同じ形、いわゆる３

条の許可要件のもとで許可を受けていただく。こういった状況であったということだけは御理

解いただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○議長 はい。 

○委員 確か、市島町に他にも農の学校のために、市長が借り受けて社会教育の場として利用さ

れている所がありましたね。初めてじゃないですよね。 

○議長 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 異議がございませんので、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 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。 

 

～議案第２号 １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番朗読。 

○議長 はい、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 それでは、１番を、議席○番○○が説明いたします。 

  １番は、農業用倉庫を建設するための申請です。図面は３２ページに示しております。 

  地域委員会としましては、隣接土地所有者、地元等の同意も得られて、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２７５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。 

  ただ、始末書がこの申請に付いていますので、朗読をして説明に代えさせていただきたいと

思います。始末書、物件の表示、丹波市山南町村森○○番。田、現況、農業用倉庫。２７５平

米。平成１４年まで既設の農業倉庫は自宅に隣接する場所で農業用倉庫として利用していまし

たが、年々耕作面積も増え、隣接の住民から騒音、ほこり等の苦情があり、住宅から離れた民

家のない場所で農業用倉庫を建設する必要が生じたため、平成１５年に所有地である○○番に

建築したものである。本来ならば、農業倉庫を建設する時に、農地法の手続を取らねばいけな

かったのですが、当時、私共に農地法の取り扱いについて十分な認識がなく、無断で行い、結

果このような状況に至ったものと深く反省いたしております。 

 今後は、このようなことがないように農地法を遵守して、この度の過ちをお詫びするととも

に同様のことがないように誓約の証として、本書を提出いたしますので、よろしくお願いいた

します。 

  以上、御審議お願いします。 

○議長 確認報告が終わりました。 

  それでは、番号１番について、意見等はございませんか。 

○委員 いいですか。これ圃場整備してありますよね、見たら。ということは、農振地域ですね。

この無断転用したやつを後追いで許可するのやったら、これからも圃場整備した所にどんどん

建てて、後追いで許可を出していくというのは、ちょっとまずいんじゃないかと思うんですけ

ど、どうなんですか。このままやったら何ぼでも、建っていくよ、圃場整備したとこでええん

やったら。普通の無断転用の案件じゃないよね。本来、こんなものを出してくるはずないよう
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なものや。 

○委員 ちょっと済みません。無断転用は無断転用ですけど、農業に関わるものでありますので、

ちょっと住宅を建てるとか、そのような工場を建てるとかいうようなものと一緒にはならない

んじゃないかと思います。 

○議長 はい、どうぞ。 

○委員 ただし平米数を見たら、確実に農地法で謳われている農業用施設としての２アール未満

の範囲を超えておりますから、普通一般の転用だというふうに捉えていいと思います。 

目的が農業でしたら、面積の縛りがなくなるというようなものではないと思います。 

○議長 この件について、経過報告をされたらどうですか。経過。何でこれを出してきたか。 

○事務局 済みません、事務局でございます。今、確かに御意見をいただいておりましたように、

圃場整備、いわゆる土地改良の受益となった土地の中に農業用倉庫が建築された訳でございま

す。○○委員が御心配されていることは地域委員会の方でも心配されておりまして、後追いの

ことであるんだけど、色んなことで問題がないだろうかと確認をいただきました。 

  そうした中で、当該地は土地改良の受益になったのは昭和４６年、換地処分された所でござ

いまして、いわゆる農振法上の区分変更もできないというのは、土地改良の換地の処分の後、

７年間はできない。８年目になってやっと農業用であれば転用をかけれるということになりま

すので、実際に倉庫が建てられたのが、平成１５年で先程言いました４６年から相当期間、７

年以上確実に経っていると。補助金の内容からしても、返還をしなくてはならないとか、そう

いうことじゃないということで確認をいただきました。よって、農振法上も区分変更できる土

地でございましたので、また土地改良法上も何ら大きな問題がないこともありましたので、後

追いの内容ではあったんですけれども、これは色んな現地指導もしていただく中で、確認でき

たこと、後からになるけど速やかに手続きを取って下さいというところで、実際のところ農地

の一部でありましたので、本人さんにきっちり分筆もしていただいて、今回の申請に当たって

いただいたと、こういった内容でございます。 

  以上でございます。 

○委員 ということは、市の考え方としては、これからも一定の年数を過ぎた農振地域では、農

業の用途が必要であれば２アール未満の縛りは受けないで、もっと大きくてもいいということ

ですか。 

○事務局 ちょっと私は農業委員会の事務局なんでね。農振法のことを明確に知る立場として、

お答えする立場じゃないんですけども、せっかく御質問いただいたので、お話をさせていただ

きたいと思います。 

  大前提、この農地転用という中、農振法上も同じことなんですけど、農業であれ、例えば、

一般住宅であれ、駐車場であれ必要最小限というのがございます。裏返して言うと、例えば、

これだけの面積が必要なんだということで必要最小限ということでありますから。２アール未

満で収まれば、それはもう届でいいですよ。ただ、大規模な農家の方であれば、３００平米、

５００平米の農業倉庫、農作業場を必要とされます。それが地域の、特に地域委員会の中で、

この配置計画が必要であるということであれば、２００平米を超えてもこれはやむを得ないと

いう判断。たぶん、今までもこれからもそうやって地域の農業委員さんの方は判断いただくん

じゃないかなというように考えております。 

  以上です。 
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○委員 そうしましたら、丹波市の農業委員会の申し合わせ事項の文面に、その今局長がおっし

ゃった内容を入れてみんなに配っていただいたら良いと思います。せやないと、ちょっと理解

できない部分もあって、どこまでが２アール未満で対応できるんか、それとも２アールを超え

ても申請が通るのか。始末書さえ書いたらそれで済むのか、その辺もあるので、ちょっと申し

合わせ事項の中に入れていただいて、今後の考え方にと思います。 

○委員 それはね、今、局長が言うたのはね。もうはっきり言って、これまでの我々の考え方と

は全く違うので。変えるなら変えるで、全体の中で意思統一したらいいんですが。問題はね。

そうしたらここでもし農振の地域やのに出してくるということは、農振除外地のための審議機

関に通して、許可になっとるんですね。そういうことですか。農振地を外すという、あるでし

ょ。除外違うん、これ農振地やないの。 

○事務局 今回のこの案件は除外ではございません。農振の農用地区域があるんですけれども、

その中にはまたこの枠で田んぼと畑と農業用施設用地があります。なので、農振の農用地区域

内に農業上の建物を建てたい場合は、除外ではなくて、農用地区域内の中の田んぼから農業用

施設用地に用途だけ変えますよという、そういう手続です。 

○委員 用途変更やね、わかりました。 

○事務局 例えば、今回、ここが認められて、地目が宅地に変わっていきますけれども、そこに

一般住宅を建てたり、トラックの駐車場、これはできません。あくまでも農業用の用途にしか

使用できないですよということです。 

○委員 農業施設だけだったらいいという。 

○事務局 はい。なので、ここの農地区分も農振農用地でありますし、今後も農振農用地です。 

ただ、この中の細かい内訳としては、農業用施設用地となるんですね。そこまで表記してま

せんけども、将来的にも当然、地図を見ていただいたらわかるんですけども、農用地区域のど

真ん中にあります。地目は宅地になりますけど、農業用以外の用途で使われることは認められ

ることではないということであります。 

○委員 わかりました。 

○委員 これもう県に問い合わせもされてるし、きちんと打ち合わせされてると思いますので、

県もこの申請で通るという前提のもとで出されたものと理解したらいいんですね。 

○議長 余談ですけど、実は、何でこれが出てきたかと言うたら、この前の人が農地を買われた

んです、前回ね。その時に、後から誓約書添付で出しますいうことで、農業用の倉庫がありま

すということで、始末書を後から出しますということだったんです。現地見に行ったら、２０

０平米より大きかったんです。これでは２アール未満ではいけへんなということで、分筆して

もらって、４条で出して下さいということを指導して出した訳です。 

○委員 ちょっと教えて下さい。これ純粋に農家の方ですよね。だから農業用施設ですね。事業

で、農業に関する事業で、例えば、うちらやったらハウスを建てたりしてる方がおられます。

そういう場合でもその方の工場を農業用のイチゴハウスなんですが、そういうもののパック詰

めとか、いろんな加工する農業の施設だったらいいのかどうかということ。大変ですよ、農業

に関することやったらええと言うたからね。それやったら事業でやっても、農業に関する事業

やったらいいのか、教えて欲しい。 

○事務局 きっちりね、この事業内容であれば農業用施設用地に該当するしないの、資料がまた

ございますので、できればまた後刻、例えば、地域委員会とか推進委員さんも併せて資料を配
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らせていただいて、説明させていただきたいなというふうに考えます。何でもオーケーという

ことではないです。例えば。 

○委員 いや、何でもオーケーって言うてない。 

○事務局 農業関係でも、農産物を売るんだと言うても、自ら生産した物を売る場合やったらオ

ーケーですけど、人から買い集めて売るような八百屋みたいな形態やったらあかんとかね。 

○委員 いや、人から買い集めなくてもね。 

○事務局 そういう細かく書いたものがございますから。 

○委員 １次産業だったらいいと言われるか。それも２次、３次、４次とか、加工していく段階

での施設はあかんのか。そこで採れた品物を使ってやっとっても２次、３次、４次までやって

いったら大丈夫なんかどうか。そこの品物ですよ。だからそういうことも難しいから、また教

えて下さいね。 

○事務局 はい。また資料を地域委員会で配付させていただきます。 

○議長 はい。今の件はまた地域委員会で資料を配付されますので、また読んでおいて下さい。 

  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、５条に行く前にここで休憩を取りたいと思います。 

  暫時、休憩。再開は１５分後。３時１５分に。 

 

（休 憩） 

（再 開） 

 

～議案第３号 １番、２番、３番、４番、５番、６番、７番、８番、９番～ 

 

○議長 再開いたします。 

  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、４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 はい。１番を、議席番号○番の○○が説明をいたします。 

  １番は、売買により申請者の住居の建設をするために申請するものです。申請地の農地区分

は、住宅等が連たんする地域に近接し、農地区分としては第３種の地域と考えられます。上下

水道が埋設された道路の沿道の区域であり、５００メートル以内に歯科医院等が二つ以上あり

ます。隣接所有者並びに地元の同意も得られ、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、４９５平米と適当な範囲を逸脱しておらず、必要に限定される面積であり

ます。いずれも申請内容に問題がないことを氷上地域委員会では確認しております。いずれも

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。以上です。 

○委員 番号２番を○番の○○が説明いたします。 

  ２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３７ページに

示しているとおりです。 

  申請地の農地区分は、ＪＲ○○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、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。 

  御審議のほどよろしくお願いします。 

○委員 続きまして、番号３番を同じく○○が説明いたします。 

  ３番は、２筆で４８１平米の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３８ページに示しているとおりです。 

  申請地の農地区分は、ＪＲ○○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、必要最小限のものであり、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。 

○委員 議案番号４番を○番の○○が説明いたします。 

  ４番は、売買により一般住宅を建築するための申請です。図面は３９ページに示しておりま

す。３９ページの左下の方にちょっと文という字が見えておりますが、ここに○○小学校があ

ると。この図面では下が切れていますけども、南の方に○○病院が存在します。 

  農地区分としては、第２種農地と判断しております。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、この土地の形状がちょっと歪な形をしてますけど、きちんと分筆をしてお

り、分筆が完了しております。面積にも問題はありません。いずれも申請内容も問題がないこ

とを確認しております。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。 

（「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。 

  番号２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、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 意見等がございませんので、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、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 意見等がございませんので、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、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３号、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５番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  ５番は、売買により露天駐車場及び庭として利用するための申請です。図面は４０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、農地の集団面積が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られます。 

  隣接の所有者、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と考えられます。 

  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いたしております。 

  なお、始末書と転用地の利用の計画について、申請者の方から報告を受けておりますので、

ちょっと読み上げさせていただきます。 

  現在、譲受人の勤務先は○○高等学校で、顧問として指導している部活動では、高校生が地

域のイベントへの参加や出展を行うことを中心として、地域活性化の取り組みを行っているこ

とから、自宅の隣接地となる申請地においても、同様の活動ができる場として計画をいたして

おります。簡易な折り畳み式のテントを張り、中にアウトドア用のテーブル、椅子セットなど

を配置し、土地の全面を用いて屋外で軽食とともに休憩、歓談ができる場所を設けます。利用

者として、家族、友人、知人、同僚、地域の方々や生徒、元生徒など近隣のパラグライダース
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クールの利用者などを想定いたしております。地域に賑わいを創出する一助となるものとして

計画をいたしておりますということで、利用計画は考えられております。 

  また始末書が添付されておりますので、読み上げさせていただきます。 

  この度、農地転用の許可申請をする上記土地については、平成２６年頃に土地の一部を花壇

として転用整備いたしました。農地の転用制限について、十分な認識がなかったためであり、

誠に申し訳なく、深くお詫び申し上げます。今後、このようなことのないように注意いたしま

すので、よろしくお願い申し上げます。これは従前の所有者である譲渡人の方からの始末書で

ございます。この土地を売買されると、譲渡人の方は、後残る農地はございません。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 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

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、番号６番、７番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりましたので、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 ６番を、○番の○○が説明いたします。 

  ６番は、売買により、一般住宅を新築するための申請です。地図は４１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隣接し、農地の集団規模が１０ヘクタール

未満のため、第２種農地と判断されます。 

  周辺で代替地等検討されましたが、適当な土地がなかったため今回の申請となりました。 

  また、隣接農地所有者、地元自治会の同意も得られており、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おります。 

  申請者は地図の横の方に○○さんの家があるのですが、そこの娘婿さんで、すぐ近くにいい

所があったということで今回の申請に至りました。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。以上です。 

○委員 次、７番を議席番号○番の○○が説明いたします。 

  ７番は、売買により、農家住宅を建築するための申請です。地図は１８ページにあります。 

  ３条の時に説明いたしましたが、面積が２筆足しますと５８５平米ありますが、農業機械や

駐車場を設置する場所というふうに設定をされておりまして、農家住宅として申請を進めてお

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
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未満のため、第２種農地と判断されます。 

  代替地の検討表、資金計画、隣接農地の所有者、地元自治会等の同意も添付されております。

転用に伴う周辺農地への営農への支障はないものと思われます。 

  農地法第５条第２項の各号には該当せず、農振地外にあり、いずれも申請に問題がないと判

断いたしております。 

  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。 

  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、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３号、８番、９番朗読。 

○議長 はい。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 ８番と９番を、○番○○が説明させていただきます。 

  ８番は、農地を売買により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、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項の各号には該当せず、いずれ

も申請に問題がないことを確認しております。 

  ９番は、売買により露天資材置場として利用するための申請です。図面は４３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 

  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。 
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  御審議の方をよろしくお願いします。 

  ８番の露天駐車場なんですが、これは譲受人の方が自動車屋さんですので、ちょっとたくさ

ん車を置いたりされるためにちょっと面積が広いように思われますが、必要最小限だと思いま

すので、よろしくお願いします。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８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９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、４４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、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、○番の○○が説明いたします。 

  １番は、使用貸借により２棟のアパートを建設するというための申請です。図面は４５ペー

ジに示しているとおりです。 

  申請地の農地区分は、バイパス沿いでもあり、大きな病院の近くということで３種農地とい

うイメージを持っていた訳ですが、よく調べてみますと新しい病院ともう一つの公共施設とい

うのが、○○医院までが５４０メートルということで該当しないということがわかりまして、

住宅、商店など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。 

  地元等の必要な同意も取られ、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います。 

  借受人と貸出人は住所も同一で、夫婦でございます。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 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 これは借入金ですが、奥さんの名前で全額借りられるんですか。いらんことかもやけど。 

○委員 はい。大変多額でどうなんやろうというのもあって、申請書の中をずっと見させていた
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だきました。全額奥さんの名前で金融機関からの借入証明が添付されております。 

○議長 よろしいですか。 

○委員 結構です。 

○議長 他にありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 他に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、２番、３番、４番、５番、６番、７番、８番、 

９番、１０番、１１番、１２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、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、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１１ページに示しております。 

  ７月１１日に現地を確認しましたところ、現況は倉庫の一部となっておりました。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、昭和５８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。 

  審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員 ２番と３番を○番の○○が説明いたします。 

  まず２番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は４９ページに示しています。 

  ７月１１日に現地を確認したところ、地域の集会所、コミュニティセンターになっており、

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、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はないと考えています。 

  審議のほど、よろしくお願いいたします。 

  続きまして３番を同じく、○番の○○が説明をいたします。 

  ３番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は５０ページに示しています。 

  ７月１１日に現地を確認したところ、車庫と露天駐車場と庭になっており、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がないものと見込まれます。 
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  また、農地でなくなった時期は、平成１０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はないものと考えています。 

  審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員 ４番を○番○○が御説明いたします。 

  ４番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は５１ページに示しております。 

  ７月１１日に現地を確認したところ、現況は竹林となっており、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５２年頃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。 

  御審議、よろしくお願いいたします。 

○委員 ５番を○番○○が御説明します。 

  ５番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は５２ページに示しております。５２ペ

ージをご覧下さい。地図の上にある部分が所有者の御自宅です。 

  ７月１１日に現地を確認したところ、現地には物置が建っておりまして、奇妙な形をしてお

りますけれども、これが○○番の一筆の土地で、両サイドに建物の形をした図面が記されてい

ます。その間、砂利が敷いてあるような状態で、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２９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

会としましては、証明することに問題はないものと考えています。 

  ご審議、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。 

  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。 
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（「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。 

  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。 

  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。 

  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、６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６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５３ページに示しております。 

  ７月１１日に現地を確認しましたところ、現地は工場跡地、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ものと見込ま

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

としましては、証明することに問題はないと考えております。 

  申請人の実家が、申請土地の上にありまして、相続で土地を取得されたということでござい

ます。 

  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、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。 

  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４号、７番、８番、９番、１０番、１１番、１２番朗読。 

○議長 はい、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。 
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○委員 それでは番号７番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  ７番は、地目変更のための非農地証明願です。地図は４１ページに示しております。 

  ７月１２日に現地を確認したところ、車庫と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考えます。 

  また農地でなくなった時期は、昭和４８年頃からで、地元自治会、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。 

○委員 ８番、９番、１０番、１１番を、○番の○○が説明いたします。 

  ８番は、地目変更登記のための非農地証明願です。地図は１７ページに示されております。 

  ７月１２日に現地確認調査を行いました。 

  農地でなくなったのは、平成８年頃です。地元自治会、隣接者の証明書もあり、農業用倉庫、

露天作業場、駐車場となっており、農地の復旧については困難であり、周辺の状況から見ても、

特段の影響がないものと見込まれます。 

  平成２１年１２月２４日付の非農地証明の取り扱い第４項に該当するため、地域委員会とし

ましては、問題はないと考えております。 

  ９番も、同じ１７ページに示してあり、同様の方のものです。 

  水耕栽培跡地で、コンクリートが敷か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、特段の影響がないと考えております。 

  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

委員会としましては、問題はないものと考えております。 

  次に１０番です。松森と広瀬にわたる畑が原野となっております。なったのは、平成８年頃

でございます。証明者として、地域の自治会長と隣の自治会長他、隣接者の証明がございます。

原野となっており、どこからどこまでがこの人の土地だかわからない一帯化となっておりまし

て、農地への復旧は困難であり、周辺の状況から見ても、特段の影響がないものと見込まれま

す。 

  平成２１年１２月２４日付の非農地証明の取り扱い第４項に該当するため、地域委員会とし

ましては、問題はないと考えておりますので、よろしく御審議のほどお願いします。 

  １１番です。春日町鹿場の５４ページに地図があります。 

  ７月１２日に現地確認調査を行いました。 

  農地でなくなった時期は、昭和５６年頃でございます。地元自治会、隣接者の証明書があり

ます。家の前の庭となっており、農地の復旧については困難であり、周辺の状況から見ても、

特段の影響がないものと見込まれます。 

  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

委員会としまして、問題はないと考えておりますので、御審議をお願いいたします。 

○委員 次に１２番を、議席○番の○○が説明いたします。 

  １２番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は５５ページにあります。 

  ７月１２日に現地確認したところ、木造平家建倉庫が建っておりまして、農地への復旧は困

難であります。 

  また農地でなくなった時期は、平成７年頃からで、地元自治会と近隣農家の証明もあります。 
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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。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。 

  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。 

  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。 

  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。 

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

  次に番号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 異議がございませんので、番号１２番は証明書を交付すべきものと決定いたします。 



 - 28 - 

 

～議案第５号～ 

 

○議長 続きまして、議案第５号、丹波農業振興地域整備計画の変更に係る意見について、事務

局説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第５号、朗読。 

○農業振興課 案件説明 

○議長 はい、只今、農振の除外案件の説明を受けました。これにつきまして、各地域委員会か

らの確認報告をお願いしたいと思います。まず最初に、柏原地域委員会。 

○委員 はい、議席番号○番の○○が説明させていただきます。 

  今、お話がありましたとおり、農地が構造改善されて綺麗に整備はされていたんですけれど

も、この部分だけはずっと畑地のままで残ったようなものでございまして、恩恵はあまり受け

てないような所ではなかろうかなと思ってます。それで、地域の方も別にこの部分については

一応、承諾の方をいただいてますので、別に周辺の農地への影響もないものと思われますので、

最小限度の転用でございますので、農振から除外されても問題ないと考えます。 

  よろしく御審議お願いします。 

○議長 はい、続きまして、氷上地域委員会、お願いします。 

○委員 はい、除外の３番につきましては、公衆用道路ということで、ごく一部の面積、道路が

拡幅されたということでございます。７月１１日に地域委員会で確認しています。現在、完成

しております。除外４番につきましては、第１種農地でございますが、事業所の横で事業所の

面積が１，０５７平米、申請地の面積が４５２平米ということで、事業所の面積の２分の１以

内に収まっております。第１種除外地として、今回７月１１日に確認したわけですが、特に問

題はないと考えられます。以上です。 

○議長 はい、続きまして、山南地域委員会からの確認をお願いします。 

○委員 ５番に関しましては、まず最初に非農地を持って来ていただきまして、こんなとこ入っ

てないだろうということで確認をとりましたところ、写真を見ていただきますと４９ページの

写真なんですが、狭い所で以前から農地でないんじゃないかという感じのとこでしたので、ま

あ大丈夫ですわということを話しして、一応確認したんですけど、農振に入っているというこ

とで、慌てて申請を出していただいて、色々とやっていただいて、外していただいた所です。 

  それと６番の方は、今説明いただきましたように、実家の近くでいい所はないかとお探しで

したんですが、ここが５５ページの地図の○○番と書いてある上のお家が、老夫婦がお住まい

やったんですが、お亡くなりになりまして、空いておりましたので譲っていただきたいという

ことで、売買をされるようになってます。 

  それと○○番の土地なんですが、ここなんですがちょっと広くて、農家住宅ということで申

請が出ております。ちょっと申請はされておるんですが、なかなか通らないんですが、６０ペ

ージの５番の写真の左側にずっと行って、それが５５ページの地図で言いますと、○○番と書

いてある所の下の道で、○○地域で２軒のお家へだけ救急車が直接入らないというような土地

なので、この実際のことを申し上げますと、実家のお父さんが何とかならんか、農振に入っと

るんやけどとお見えになって、この農振を外していただいて、こういう工事をするのに当たっ

ては何とか下の道、２軒の家に救急車が入るような道を付けたいという希望を持たれて、この
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申請をされてます。それで何とかしてあげたいというお気持ちも強く御実家の方では持ってお

られる土地なので、ちょっと広いですが、外していただくように申請していただきました。 

  以上です。 

○議長 確認報告が終わりました。６件の案件につきまして、意見等はございませんか。 

○委員 ○番、○○です。内容に関しては全然いい内容で、ちょっと書式を教えていただきたい

と思います。除外要件ＡとＢがあるんですけど、Ｂは官地というかそんな感じですかね。Ａと

Ｂがあって。Ｂは所有者が丹波市になっとるからかなと。当局に聞いたほうがええんかな。 

○議長 はい、今の回答をお願いします。 

○農業振興課 除外要件整理票にはＡとＢがありまして、案件によってどちらを使うかが決まっ

ているんですけれども、先程申し上げられましたように、１番は公共事業ですね。それがＢに

なるということで。それからあと５要件というのを満たす除外地についてはＡ、除外要件整理

票Ａにしております。今回につきましては、３番の案件以外はＡとなっております。 

○議長 よろしいか。 

○委員 あともう１点。用地選定表付けられているんですけど、これ場所は地図に載ってますか

らわかります。ただ、所在と地番、大体こういうのは登記地目があって所在地番、地目、地積、

あと所有者名。これ所在と地番を載せないのは何か意味があるのか。それを知っとるからって

どういうことじゃないけど、恐らくこの用地選定表は、地目、地積、所有者が抜けてる。何か、

所有者とか地番とかあえて隠してあるのか。ただ書面の都合上、外してあるのか。それとも個

人情報なのか。何か規則があるんやったら教えて欲しいんですけど。ないですか。 

○農業振興課 地図上示してあるので、書いていないという程度です。 

○委員 了解です。あと１点。選定表を見ると、あえてここはこのとおり。大体農用地区域やっ

たら田、畑だけなんですけど、１件、農用地区域内だけど宅地になっとったり、もう１件山林

があったりする。そこら辺どうなってる。ちょっとごめんなさい。今回の議事とは全く関係な

いですけど、例えば、１３ページ、一番上、１番、農用地区域、宅地でしょ。今回と関係ない

ですけど、ちょっと気になりました。これは意見で。以上です。 

○議長 回答を求めますか。 

○委員 いいえ、意見だけで。 

○事務局 農用地区域内の農業用施設。 

○委員 了解です。以上です。 

○議長 他に意見等はございませんか。 

○委員 済みません、３番の案件です。農地法、農振法、道路法、色んな法律が絡んどる訳です

けど、法的に言って何ら問題はないということを確認はしております。ただ、工事が完了して

完成した後での農振除外の手続きということが、やっぱりちょっとひっかかる点があるなとい

うところで、法的に問題ないということであれば、これは今回は致し方ないというのか、異議

なしという回答になろうかと思いますけど、できる限り今後は工事が完了した後でのこういう

申請ではなく、できるだけ早目早目の申請をお願いしたいということでございます。今回のこ

の申請については、出てきたのが今年の２月に届け出、申請がされているようでございます。

半年に１回のこの審議でございますので、今の時期にこれが議案として出てきた。申請そのも

のは２月にされております。今後は、担当課の方から建設部なり担当部局の方には、もう半年

前の議案に乗せられるように早目に出して欲しいということも伝えていただいております。 
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それがどうしても無理であれば、例えば、今回なんか２月にそういった届け出があった時に

は、今度の議案に乗せる中でその時には完成しとるけど、今こういうものが出とるということ

を２月なり３月なりという時点で皆さんにお知らせができるような形をとるとかいうことで、

進めていきたいというふうに考えております。よろしくお願いしたい。 

○委員 それは、よろしくお願いしますで終わっていいのか、それともそれは、意見なのかどっ

ちなの。 

○農業振興課 先程いただいた件なんですけども、おっしゃるとおり、やってしまった案件です

ので、事前にもご指導いただいておりますけれども、担当課といたしましても、やってしまう

前に上げていただくのが望ましいと考えておりますので、書類の方ですね、今回なら農林整備

課になるんですけれども、こちらの方に改めて、そういうふうに今後していくということを指

導していくようにします。 

○委員 大体、事業をするんやったら、新年度予算案は１２月。だから１２月には通るか、通ら

へんかわかる訳や。そやのに出てくるのが今の時期やったら、ちょっと遅過ぎると思うので、

通ったらもう実行するだけやさかいに。それはいつ実行されるかは別問題にして、申請は早う

やったらええねんから、１月、２月、３月ぐらいまでに出るはずや。今頃、暑なった頃に出て

くるのは何でやろうなと思うねんけど。だから、そこのところ担当課もちゃんと内部で協議し

て。新年度予算案通ったら、できるだけ早く申請を出してくるというのがええね。そやないと、

こんなもん、猫もトビもカラスも立った後で見せてもうたって意味がない。 

  以上です。 

○委員 そのとおりなんです。２月に届が出とるということで、その審議に間に合わへんかった

んやけど、こういう場合にはお知らせをして、次の時には出ますよと。工事が完了する前に農

振除外の申請があるということをお知らせしたいというふうに考えております。 

○委員 今言うたとおりや。ちゃんと事務処理ができへんから、何と何の件については事務処理

がまだできてませんということで、未達でその案件だけを書いて出してたらええねんから、わ

しらそれまで全然知らんかったわというような農業委員会の名を折っては困る。だからこれか

らは何か方法を考えて。１２月に通ったやつを、夏過ぎるか夏前ぐらいに出てくるというよう

なことは困る。 

○議長 その辺は○○が今言われたように、前もって出すようにと言っておりますので。 

○委員 それはね、言うたら悪いけど会長も悪いんや。前からこんなことあったんや。そやけど、

未だに解決してへん。平気な顔して事業が終わっとるような写真を出してくる。そりゃもう会

長がちゃんとしてへんから、なめられとるからこんなことになるねん。前からこの意見出とる

やん。 

○委員 申し訳ありません。何年か前、以前にはこういうことがもう絶対にないようにというこ

とで、農振の担当部局と開発なり道路なり、という部局との調整でされておったようでござい

ます。それを今後、またきっちり復活させて、こういうことがないようにということを担当者

の方からもちゃんと伝えていただいておりますので、よろしくお願いしたい。 

○議長 はい。ということなので、よろしくお願いします。 

  他に意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等はないようですので、採決をとります。 
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  丹波農業振興地域整備計画の変更に係る意見について、全て照会のとおり決定することに異

議は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、異議はございませんので、丹波農業振興地域整備計画の変更に係る意見について、

全て照会のとおり決定することに異議はないと回答いたします。 

 

～議案第６号～ 

 

○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、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 はい、事務局の説明が終わりました。 

  それでは各地域委員会から確認報告をしていただくんですけど、番号が一番最後の中間管理

事業も含まれておりますので、これも含めて全て報告をお願いいたします。 

○委員 はい、氷上地域から報告いたします。 

  番号１番、２番、９番及び農地中間管理事業の３番から８番まで、氷上地域委員会におきま

して、７月１１日に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 はい。続きまして、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 はい。青垣、１０番、１１番、１２番ですけれども、１１番は最後のページの中間管理

事業の方にされております。１０番、１１番、１２番につきまして、７月１１日の地域委員会

におきまして確認をしましたが、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

定することに意見はありません。以上です。 

○議長 はい。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 春日地域委員会、１３番から１５番まで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 はい。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 １６番、１７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 はい。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２１番。それと中間管理の２２番２３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

を満たしていること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。各地域委員会からの確認報告が終わりました。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） 
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○議長 意見等はないようですので、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はないと回答す

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、異議はございませんので、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はないと回答します。 

 

～報告第１号 農地の形状変更届について～ 

 

○議長 続きまして、報告第１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１号、朗読。 

○議長 はい。事務局の説明が終わりました。 

  氷上、春日地域委員会からの補足説明等はございませんか。 

○委員 ないです。 

○議長 ありませんか。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、農地の形状変更届について、御承知おき下さい。 

 

～報告第２号 農地法施行規則該当転用届について～ 

 

○議長 続きまして、報告第２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２号、朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。農地法施行規則該当転用届についてです。氷上、春日、

山南地域委員会から補足することはございませんか。 

○委員 番号１番、２番を○番○○が説明します。１番、２番の面積合わせて、１７０平米が２

アール未満という範囲の中で、農作業用の倉庫と駐車場として整備をされるものでありまして、

簡易な埋め立てでされると聞いております。特に、現地を確認しましたが問題はないものと判

断しております。以上です。 

○委員 春日町の案件ですけれども、○○の分ですが、図面は６７ページにあるんですが、端っ

この三角の部分を申請しとるんですが、下の方につきましては、以前太陽光発電で許可をもら

ったいわゆる農地です。太陽光発電をするということで、それに伴いまして、その隣の農地に

堆肥置場だとか必要な農機具置場を作りたいということです。以上です。 

○委員 始末書の方が出ておりますので、読ませていただきます。 

  今回、２アール未満の届を出しましたが、山南町谷川○○番につきまして、私が平成２８年

頃より造成し、資材置場として利用していました。本来、このようなことは事前に農地法の許

可をもらってから行うものですが、事前に農地法の許可を得ることが必要なことを知らなかっ

たため、無断で行っていました。今後は、農地法を遵守し、このような転用計画をする際は、

必要な手続等について十分に確認しながら行うので、許可をいただきますよう、よろしくお願

いします。というようなことで出ております。 
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  これはこの６８ページの斜線が入っている通路なんですが、ちょっとこの左側に建物が建っ

てますが、これが、これ以上の道とされる部分以上の建物を自分で建てて、使っておられまし

た。これはあかんのではないかということで、これを潰されまして、このような形に建ってま

す。かなりの努力が要ったんじゃないかという話をさせていただきました。 

  それとちょっとこれ、今言うべきことじゃないかもしれないですけど、要は自分で田んぼで

色んなことをされる人が皆さんの近所でもあるんじゃないかと思うんですが、どういう対処を

されているか、ちょっと教えていただいたら嬉しいと思っております。 

○議長 今、言われた無断で建てられる、どうしたらいい。各地域委員会はどういう対処をされ

ているかという。 

○委員 そういうような方はね、一筋縄でいけるような方ばかりじゃないんです、はっきり言い

ますと。ぜひまた御指導いただきますようによろしくお願いします。 

○議長 する前に、指導していただきたいと思います。する前に指導をお願いいたします。 

  各地域委員会からの説明は終わりましたけど、質問等はございませんか。 

  ないようですので、農地法施行規則該当転用届については、御承知おき下さい。 

 

～報告第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 はい、１件公共工事の届出が出ております。御承知おき下さい。 

 

～報告第４号 農地法第５条の規定による許可の取消願について～ 

 

○議長 続きまして、報告第４号、農地法第５条の規定による許可の取消願について、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、１件の５条の許可の取消願が出ております。御承知おき下さい。 

  ここで、議案第６号の農用地利用集積計画についての後にちょっと○○委員さんにちょっと

言ってもらう意見がございまして、それを飛ばしておりましたので、ちょっと遅いですが、済

みませんけど、よろしくお願いします。 

○委員 済みません。農用地利用集積計画の件で、皆さんにちょっとお聞きしたいと思いまして。

よろしいですか。 

○議長 はい、どうぞ。 

○委員 農用地利用集積計画で１０年契約とか５年とか３年とか色々と設定を受けられる方ある

んですけど、その中で１０年という期間で契約された場合は、相当長いんで、６０でされても

７０。７０でされても８０とか。その間、やっぱり健康でその１０年間維持されるか言うたら、

なかなか健康で維持されるのは難しいんやないかなと思ったりして。 

  それで、そうか言うて１０年間できない、５年ほどで誰か次の方に言うてもなかなか次の方

の受け皿がないとか、そうするとやっぱり何とかせなしょうないなというので、そうすると遊

休農地ができるというような。そういうことで、この２カ月、３カ月ほど前からそういう該当
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地区につきまして、担当委員さんの方でちょっと確認していただいたり、見ていただいたりし

て、今後どういうふうに対処しようかなという。パトロールにつきましてもその現地を確認し

ようと思ってる。地域委員会でずっと回っているので、その度に現地を見たりするんですけど。 

その辺、他の地域の方で何か良い知恵があったら、遊休地をなくすために何か良い知恵があ

ったら教えていただけたらと、そのように思うんです。せやなかったら、だんだんブラックリ

ストに載ってきたら気の毒やし、そうかと言うて、貸される方については誰か作ってもらわん

かったらできないし、あまり言いたいこと言えないし、地域からは草がたくさん生えて困って

るし、虫が出てくるしということで、苦情もあるしというようなことで、何か良い解決策があ

ったらと思うんですけど。そら受け皿があったらそんな問題はないと思うんですけど、受け皿

の問題と、それから契約の期間を今後どうするか、その辺のことで良い知恵があったら教えて

いただきたい。以上です。 

○議長 ○○委員さんがちょっと困っておられることなんですけどね。利用権設定が１０年。１

０年されて、途中で病気とか何かされて、やっぱり満期まで行けない。途中で頓挫してしまっ

た場合、このまま耕作放棄地になってしまうんですけれども、それをなくすためにはどうした

らいいということなんですけれども。まあ地域委員会の方でそういう場合は、該当がなかった

かな。あったらちょっといい知恵があったら。 

○委員 ちなみに該当はしてないんですけど、今の制度の中でやったら、やっぱり中間管理機構。

あそこに持っていくのが一番妥当のようですね。僕が思とる中ではですけど。 

○委員 中間管理機構も仲立ちするだけで、実際ね、自分は中に入って農業するとか、その書類

上でするような程度に聞いてますんやけど、もうちょっと踏み込んで中間管理機構がやっても

らえたら。 

○議長 地域によって、途中で契約解除になってしまった場合は、受け皿がある所はすっとスム

ーズにいくと思うんです。地域によって違うと思うんです。大体、次の担い手がもういない場

合は、そこで止まってしまいます。そういう時代になってくると思うんです。今後、今はある

けれども、次の人、作ってもらう人は多分いなくなると思う。その場合、どうしたらいいかで

すね。みんなで知恵を出し合おうやないかということ。大変、難しい時代なんだけどね。 

○委員 確かに難しいですよ。僕も今、太田なんかでやったら、まだ言うても担い手がおってく

れて、その子がまだ作ってくれるという実績が過去にあるんやけど、実際、僕が今度後継者な

んか言うたら、息子はあんまりしそうにないし。この間から中間管理機構が、○○さん個人で

入っておくれなという、斡旋をごっついしてくるわ。もうあんた、７０でやね。もしあんた閉

じちゃった時に、これ誰が見てくれてやという話を随分、電話がかかってきまっせ。中間管理

機構。 

○委員 中間管理機構から。 

○委員 うん。○○さんからかかってくる。やっぱりそういうね。妥当なことを考えなという感

じがせんでもないな。 

○委員 今ね、たくさん請け負ってる方があるんです。１００筆ほど請け負ってやってる方があ

って、その中で９０筆ぐらいまでが案外作りやすい。あと１０筆ほどは、谷間やとか、段差の

あるとことか汁田みたいなとこがあったら、ちょっと下げてくるとかね。そういうところもあ

ったりして、やむを得ん部分もあるし、ようわかるんですけれども、何かええ対策があったら

なと思って。 



 - 35 - 

○議長 難しい対策ですけど、何かいい対策があったら。 

○委員 よろしいですか。今の話やったら、まず一つは１０年とかの長期の利用権設定、その間、

健康が大丈夫かなと。途中で万が一という時という話がありました。それが短期、例えば、３

年とかの契約であっても、そういうことは起こり得る話やと思います。そうなった時には、今

年もうできへんと、今年からできへんという時には、１８条の合意解約。まず合意解約をして

もらわんことには、先程言われた中間管理にも持っていけへん。利用権設定されたままやった

ら、他に行くことは絶対にできませんので、まず合意解約。その時点で、もうそうなったら丹

波市全域、どこでもそうやと思います。担い手がある所は、先程もあったように、担い手に斡

旋ができるし、中間管理機構が入ってくれる所はそこにいけるし。それもないとなった時には、

そういう地域も中にはあると思うんですけど、担い手を何とかせないかんという、そこを実際

に利用設定がされてへんとこで、作り手がないというのを抱えておられる地域ももちろんある

と思います。そういうのと、結局同じ対応になってくるのではないかなと思います。 

 推進委員の活躍というのがそこに期待される部分かなというふうには思うんですけど。そや

から、利用権設定を解約しない人も中にはあると思います。来年は元気になるんやから、今年

はちょっと草生やすけどしゃあないやんという、そういう人も中にはあるかもしれんから。そ

ういう時には、自分で草刈りできへんかっても、とにかく雑草の管理はしてくれということは

お願いしていかなあかんし、もう１０年が５年であろうと６年であろうと、また３年であろう

と同じリスクがあるという中で進んでいく以外ないのかなという気はするんですけどね。 

○議長 今からね、農地は現状のままずっと移動するんやけど、耕作者は現状のままでないし、

だんだん先細りで農地は確実に余ってくる時代になってくるから。やっぱり農地を作るという

意欲やなしに、農地をいかに何かに有効利用できないかという考え方に進んでいかんとあかん

と思うんですよ。作れ作れではもう無理。今からの時代は。僕は思うんです。農地の有効利用

を何か変えていかんと、もう無理ですわ、確実に。耕作者、担い手なんか言われますけど、絶

対数がおらへん。そういう方向で進めていかんとあかんねやないかなと思います。極端な言い

方ですけど。農地は農地で耕していこうというのはちょっと無理があるのかもわかりません。

と思います。これは、○○さん結論は出えへんけど。 

  他に意見があったらどんどん言うて下さい。はい、どうぞ。 

○委員 私らも担い手、担い手言われてますけど。担い手ももう筒いっぱい。次々、もう無理や

という状況になってきて。私らから見てても、無理なことしとってやなということは結構あっ

てですね。でもあの人の利用権設定を認めんといてくれと出たりするぐらいのこともある訳で

す。やっぱりなかなか難しいなということ。今、○○さんが言われるじゅるいとことか、耕作

がやりにくいような所は、どうしても大きいやっとるとこからしてみたら、良いとこはできる

んですけど、どうしても後手、後手に回って、結局、草ぼうぼうになってしまうというのが多

分あると思う。 

  そういう所を、例えばもう形状変更なり何かして、いかに作りやすくするかですね。そした

らそれは誰か担当するんやいうことになって、地主さんに言うてもわしは知らんでという話に

なってくるので。そういうのがなかなか難しいなと思うんですけど、土地改良とか、市と相談

しながらできるだけ、きれいに守ができるような方法をやっぱり考えていかなあかんなという

ふうには思うんですけど。長いスパンで借りるというのは我々からしたら、まあ便利なんでそ

の方が有り難いは、有り難いんですけども。特にそういう耕作しにくい所をどうしていくのか
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が大きな課題になってくるかのかなと。山の裾の方は、しっかり管理するんですけど、まあ

色々な動物も出ますし、管理は色々と難しいなと。そうかと言って、みんなせえへん、だんだ

んだんだん農業をする人が少なくなってきて、イノシシの檻でもおまえらだけでやれやみたい

な。ちょっとだんだん厳しい状況になるなというふうには思っているんです。まあこれは課題

が山積みです。 

○議長 今後、農業委員会がそういう方向に向かっていかんとあかんと僕は思うんや。作れ、作

ればっかりはもう無理や。もう限度やからね。ちょっと方向転換せんとあかんと、そう思いま

す。はい、どうぞ。 

○委員 ○○さんの意見に合うかどうかわからんですけど、利用権を設定しとるということにつ

いても、私はこれずっと言うんやけど、よくわかっているのは自分とこは自治会のことは全部

わかっとるんですよ。ほんなら地区内でも隣をしとる人はもう全然わからん。利用権設定しと

るかも何もかも全然わかりませんから。そういうことからしたらね、やっぱりこのことについ

ては、利用権関係とか推進委員さんがうまく遊休農地のそういうのが大事になるんだけど、そ

こらのところがそういうふうにやっぱりね。もっと農業委員会としても、農会長ともっともっ

と連携せんといかんと思うんですよ。 

  前に、書いたことがあるんですけど、推進委員さんにね、やっぱり協力員をね、手当を出し

てでも、募って推進委員さんにもっと力を持ってもうて、「人・農地プラン」でも新規参入で

も遊休農地でもどうしても推進委員さんが窓口ですよね。私らは農地法の３条、４条、５条の

許可要件の窓口ですよね。一緒にやるとしとっても、分けるとしたらそういう分け方ですよね。

推進委員さんにもう少し協力、私らにしたら隣のことわからへん。推進委員さんは学校区に１

人だけや。そしたら農会長なんかやっぱり各自治会に１人おられると思うので、やっぱり各自

治会の農会長は１件でも数字上げようと思ったら、農業委員会で推進委員さんをトップにして、

農会長と会をもっと持って、もっと地元のそういうことを聞いたり、吸い上げたり、どうしよ

うかという話をせん限り、なかなか農業委員会と農会長さんが私ら農業委員会、何かちょっと

余りひっついてへんという気もするので。そこらをもっと煮詰めてもうて、協力体制をすべき

じゃないかなと思いますけど。 

  利用権、さっきも言うたように隣村の利用権してる人なんか全然わかりませんわ。自分とこ

だけ。そこらで作ってますからわかりますけどね。そこらからもう全然、何かわからんように

なった。やっぱりそういうとこは農会長が、１０年しとるけど大丈夫かとかいうことが聞ける

ように。解約はこれできますからね。利用権設定したらいつでも。双方が話し合ったらね。１

年でも２年でも解約しよう思ったらできるんやから。そこらを一回、やっぱり協力委員、推進

委員に対する協力員も各自治会から、農会長と一緒に作って、前にどこか鈴鹿市に来ましたね。

あそこは２０万都市なので、加減する部分もあるか知らんけど、そういう体制をしとると言わ

れましたのでね。そういうことは時間がかかるん違うか。 

○委員 今言われた中で「人・農地プラン」がありましたやろ。わしね、どう言うんかな。担い

手のあるとこは、あの人に任したらええさかいと言うて、わりかし作らへんのですわね。その

部分を自治会の方も大体「人・農地プラン」作っていって、将来どうするということを真剣に

考えてもらわなんだら。この中で何ぼ考えても前に進まへんし、自分らの農地は自分のとこで

自治会で守ってもらう。守れなんだらよそにお願いする、企業に入ってもらうというような方

向を出していってもらわなんだら、これからも成り立たんと思いますけどね。 
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○委員 「人・農地プラン」今年４月にちょっと要件が変わって、面積が拡大されたで。今まで

出しとる「人・農地プラン」は。 

○委員 あれは見直し何回もできますんでね。毎年できますので。そこら辺をしっかり進めてい

ったらいいんやないかなと思うねんけどな。 

○委員 私もうちの自治会作りましてね。この正月明けから準備して、この７月下旬の村の会合

に出してもらえるようになっとるんですけど。 

○委員 それが大事やと思いますわ。 

○議長 この話は多分尽きんと思います。 

○委員 以前から、先程一番最初に言うたように自治会長会へは皆さん、出席していただいて、

お話ししてもうとると。そのことから農会長会にもというような声も以前からいただいており

ます。ちょっと違う面での関わりをもっと持たなあかんねやないかというのは確かに感じたと

ころです。今後、農業委員会と農会長会との関わりというのか、それをどうしたらええのか、

どういうふうに例えば農会長会に出席するにしても、出席の仕方であったり出席した時の話で

あったり、どういうふうにするかということも含めて、ちょっと検討させてもらうということ

でよろしいでしょうか。 

○委員 農会長会議のね、市島町の農会長会議があって書類渡すんやけど。こないだ札付けて回

るんに市役所が農会長全部集めとったけどね、学校区の農会長会議はなくなっとるんですわ。

それを復活してもらわんと。 

○議長 どの機会で話し合うか、また検討したいと思います。ここで議長を交代します。 

 

～報告第５号 農業経営改善計画の認定について～ 

 

○議長 報告第５号 農業経営改善計画の認定について、事務局説明をお願いします。 

○事務局 報告第５号朗読。 

○議長 御質問、御意見等ございましたらお願いします。 

ないようですので、４件が認定されましたことを御承知おき下さい。 

  これをもちまして、第４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７月２５日 

 

            議  長                       ○印  

 

 

            議事録署名委員（ １８番委員）            ○印  

 

 

            議事録署名委員（ １９番委員）            ○印  


