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令和元年度 第５回定例総会議事録 

  

１．日 時  令和元年８月２６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 （２３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  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（１名） 

 ７番 山本 定夫 

○事務局（３名） 

 

４．議事 

  議案第 １ 号 農地法第３条の規定による許可申請承認について 

  議案第 ２ 号 農地法第４条の規定による許可申請承認について 

  議案第 ３ 号 農地法第５条の規定による許可申請承認について 

  議案第 ４ 号 非農地証明願承認について 

  議案第 ５ 号 農地法第３条第２項第５号に定める別段の面積を定めることについて 

         （下限面積の設定） 

  議案第 ６ 号 農用地利用集積計画の決定について（別冊） 

  報告第 １ 号 農地の一時利用の届出について 

  報告第 ２ 号 農地の形状変更届について 

  報告第 ３ 号 農地法施行規則該当転用届について 

  報告第 ４ 号 公共工事の届出について 

  報告第 ５ 号 農地法第５条の規定による申請の取下願について 

 

 

 

５．閉会 
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１．開会 

 

○議長 只今より、本年度第５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）  

○議長 ありがとうございました。続きまして、事務局の方から会議の開催について御報告をお

願いいたします。 

○事務局 失礼いたします。事務局でございます。本日の定例総会、７番の山本定夫委員さんよ

り欠席の届が出ております。結果、２４名中２３名の委員さんに出席をいただいておりますの

で、本日の定例総会が、農業委員会等に関する法律第２７条の規定により成立することを報告

させていただきます。以上でございます。 

  併せて、議案書の訂正をお願いしたいと思います。議案書２５ページ、図面の方でございま

す。議案第１号の３条の関係なんでございますけれども、図面を見ていただきましたら、この

案件について７筆の図面を描いております。それぞれに、３条（所有権）とあるのですが、こ

の所有権は全て使用貸借権、使用貸借権に訂正をいただきますようよろしくお願いいたします。

以上です。 

 

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２０番和田憲治委員、議席番号２２番杉山重利委員、両名、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、報告第３号 

２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 １番を○番○○が説明します。 

  １番は、６ページの地図を御覧いただきたいんですが、申請地西側の農地と畦無しの１枚の

田んぼです。この所有者が今回取得をするという地図です。 

  地域委員会としては、農地法第３条第２項の各号の農作業の常時従事要件、下限面積及び地
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域調和要件等に適合しており、許可要件を満たしていることを確認しています。全部効率利用

要件については、農家台帳上、現況非農地があったので、お知らせをしたところ、今月非農地

証明願を申請者の方から提出されております。 

  譲渡人は、この申請地の他にいわゆる相続で取得されていますけど、数年前までは近隣の担

い手が利用権を設定して善良に耕作されていました。ところが、最近になって小作料をめぐる

トラブルで、それやったらもうよう作らんということで返されてから、所有者自らが管理され

ておりましたが、２枚の内１枚は耕作されていますけど、もう１枚は今年放棄地となっていま

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。 

  番号１番について意見等はございませんか。 

（「意見なし」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。 

  次に、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２番を、○番の○○が説明いたします。 

  番号２番、５筆、１０，０９１平米でございます。その農地を贈与によりまして経営規模拡

大ということで、譲り受けられるものでございます。図面は７ページになります。 

  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。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

  譲渡人と譲受人とは親子関係でありまして、譲渡人につきましては、これを全て譲受人に贈

与をされたということで、生前贈与です。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、青垣町の案件、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、６番、７番、報告第３号、２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したいんで

すが、３番、４番につきましては、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。確認報告は３番、４番で、終わったら入ってもらいます。 

（該当委員退席） 

○議長 では、お願いします。 
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○委員 議案番号３番、４番を、○番○○が説明いたします。 

  ３番、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、８ページに地

図を付けております。 

  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、３番の譲渡人については、本件によりまして農業経営を全て廃止されるということに

なるというふうに聞いております。 

  以上、よろしく御審議いただきたいと思います。 

○議長 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。 

  そしたら復席をお願いいたします。 

（該当委員復席） 

○議長 それでは、番号５番から確認報告をお願いいたします。 

○委員 議案番号５番、６番を、○番○○が説明します。 

  ５番は農地を売買により取得し、新規就農をしたいというもので、９ページ、１０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項の各号の全部効率利用要件、農作業常時従事要件、

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、この譲渡人ですが、現住所は、現在住まいしておられますのは、譲受人の住所となっ

ている所に住まわれておられまして、他に借地が１件、この６月から来年まで１年という契約

で委託契約がされておりまして、その１筆がこの表作だけを作って、残りをお返しされるとい

うことで、全て農業を廃止されるということになる予定でございます。 

  それから、番号６番でございますが、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、１１ページに地図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

いたしております。 

  なお、本件につきましては、先程事務局から説明がございましたように、７９ページの転用
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届、２番にございます農作業場、農業用倉庫がある訳ですけども、このことにつきましても譲

受人が今後も引き続いて利用するということもお話をさせていただいております。 

  以上、よろしく御審議いただきたいと思います。 

○委員 続きまして、７番を○番の○○が説明をいたします。 

  ７番は、農地を売買により取得し、農業経営をしたいというもので、図面は１２ページに付

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も

のと判断し、許可相当と決定をいたしました。 

  なお、この譲渡人の農地が２筆残っております。誓約書につきましては、譲受人が青垣町○

○の方に住所を移転した際に、現地に農作業をする施設が必要となったので建築したというこ

とで、非農地証明願を提出して地目変更をしますという誓約書でございます。 

  以上です。 

○議長 確認報告が終わりました。 

  それでは、番号５番について意見等はございませんか。 

（「意見なし」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。また、７９ページの報告第３号農地法施行規

則該当転用届の２番について質問等はございませんか。 

（「意見なし」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。 

  それと、報告第３号の２番は御承知おき下さい。 

  続きまして、番号７番について意見等はございませんか。 

（「意見なし」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。 

  次に、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、８番、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。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 ８番と９番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号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１３ペ
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ージ、１４ページに示してあります。 

  春日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にしており、許可要件の全てを満たして

いるものと確認いたしておりますので、よろしくお願いいたします。 

  なお、１３ページの４８－１、４４０平米と書いてある所に、○○さん、お名前がある家が

ございますが、こちらに住まいをしてこの面積を耕作するというふうに聞いております。 

  続きまして９番です。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、図面は同じく１３ページ、１４ページにわたっております。 

  この申請地は、譲渡人から予てから譲受人が耕作を引き受けて、既に耕作を長年しておりま

した所でございます。 

  春日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も

のと確認いたしておりますので、よろしくお願いいたします。 

  なお、誓約書の添付でございますが、申請人の自宅の方に既に農地に倉庫等が建っておりま

して、この分につきまして非農地証明のお願いを次回に出したいという誓約書でございます。 

  よろしくお願いいたします。 

○委員 議案１０番を、議席○番の○○が説明いたします。 

  １０番は売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、１５ページに位置図を付

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。 

  引き続いて、１１番と１２番の議案、続いて説明いたします。 

  １１番は売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、１６ページに位置図を付

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いたします。 

  続いて、１２番ですが、１２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、１７ページに位置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おりますことを確認

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。 

○委員 １３番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  １３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、譲受人は息子さんが認定農業者であり、以前からこの圃場を水稲の育苗用として利用
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し、耕作をしていただいておるところでございます。 

  譲渡人の方につきましては、まだ農地が残っておりまして、他に利用権を設定する等、管理

をされておるものと確認しております。 

  また、誓約書についてですが、譲受人の農地を確認したところ、家の横に隣接する農地、畑

の所に農作業小屋がありまして、その分につきまして２アール未満の届出を出していただくよ

うにお願いしているところの内容でございます。 

  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、番号９番について意見等はございませんか。 

（「意見なし」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。 

（「意見なし」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。 

  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 意見等がございませんので、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。 

  番号１２番について、意見等はございませんか。 

（「意見なし」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。 

  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） 
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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。 

  次に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番朗読。 

○議長 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します。 

○委員 番号１４番を、○番の○○が説明をいたします。 

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

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。 

○委員 １５番を、○番の○○が説明させていただきます。 

  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、図面は２０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。 

  誓約書がありますのは、自宅前に農機具を置いて持っていらっしゃることの誓約書です。分

筆登記をして、非農地証明を出していただくようにお願いしております。 

  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。 

○委員 先程、説明していただいたんですけど、ちょっと聞き取りにくかった。議長わかっとっ

たら、議長の方からでも言うてもうたら。 

○議長 どの件ですか。 

○委員 この○○さんの話。１５番、今１５番やっとんやろ。 

○議長 はい。 

○委員 議長、わかっとんやったら言うてください。わかってへんのやったら、わかってへんの

に通すこと自体がおかしい。 

○議長 ○○さん、もう一度説明をお願いします。 

○委員 何を言うとるかわからへん。ぶつぶつ、ぶつぶつ言うたかて。 
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○委員 もう一度聞いていただけますか。 

○委員 お願いします。 

○委員 自分の家の前に、農地に進入路を２０年ぐらい前に作られております。それに関しまし

て、分筆登記をしていただいて、非農地証明願を提出していただくように指導をしております。 

それに関しての誓約書です。 

○議長 よろしいでしょうか。 

○委員 わかりました。 

○議長 その他、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１５番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議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。 

  次に、市島町の案件を、事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第１号、１６番、１７番、１８番朗読。 

○議長 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 番号１６番と１７番を、○番○○が説明します。 

  １６番、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、１６番は

２１ページ、１７番は２２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。 

○委員 １８番を、○番○○が説明します。 

  １８番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、２３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１６番について、意見等はございませんか。 

○委員 これ、○○の人ですけど、譲渡人は。この方は田んぼはもうなかったんですかいね。 

○委員 田んぼは、ここの上鴨阪の、ずっとこの下の下がった所にもう一枚あります。 

これに関しても今話を進めておりまして、これに関しても買い取りするとのことであります。 

○委員 わかりました。 

○議長 他に意見等はございませんか。 

（「意見なし」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） 
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○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。 

  番号１７番について、意見等はございませんか。 

（「意見なし」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。 

  番号１８番について意見等はございませんか。 

（「意見なし」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。 

 

～議案第１号 １番～ 

 

  続きまして、２４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 番号１番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  １番は農地を使用貸借により、農業生産法人として経営をしたいというもので、２５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。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。 

（「意見なし」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番は許可すべきものと決定いたします。 

 

～議案第２号 １番、２番、３番、議案第４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、議案第４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
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ます。 

○委員 番号１番を、○番○○が説明します。 

  １番は、アパートを建設するための申請です。地図は２８ページに付けています。 

  申請地の農地区分は、街区の面積に占める宅地の面積の割合が４０パーセントを超えている

ので、第３種農地と判断されます。隣接農地は、本人の所有だけで、その農地についても後ほ

ど形状変更の届出があります。地元等の同意も得られています。 

  地域委員会としては、農地法第４条第６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。 

  この申請地に入るために、非農地証明願の１番の所を通らないと入れないということもあり

ますので、非農地証明願の１番を引き続き説明をさせていただきます。 

  １番は、地目変更のための非農地証明願です。地図は同じく２８ページに付けています。 

  ８月１４日に現地を確認したところ、現地はＵ字溝の入ったコンクリート水路となっており、

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

ます。奥のアパートへの出入りと、雨水排水のためのＵ字溝が設置される予定です。 

  農地でなくなった時期は昭和４０年頃で、非農地証明の取り扱いについての第４項に該当す

るため、地域委員会としては証明することに問題がないと考えています。 

  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。 

  番号１番と、５４ページの議案第４号、非農地証明願承認についての番号１番について、意

見等はございませんか。 

（「意見なし」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、議案第４号の非農地証明願承認の番号１番につきまして、証明書を交付するこ

ととしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

○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、氷上町の案件を、事務局説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第２号、２番、３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しま

す。 

○委員 ２番と３番を、○番○○が報告いたします。 

  ２番の農地は、一般住宅として転用されます。地図は２９ページです。 

  申請地の農地区分は、住宅等が連たんする地域に近接しまして、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思われます。 

  隣接所有者、代替地の検討表、資金計画書、自治会等の同意書が添付されております。 

  農地法第４条の第６項の各号には該当せず、この申請内容に問題がないと認識しております。 
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  続いて３番を報告します。３番は農業用倉庫としての転用の申請です。地図は２９ページで

す。２９ページの右側の小さい所です。イナバ物置と見積書にも記載されてます。農業用倉庫、

物置を設置するということです。 

  農地区分としては上記同様、住宅等が連たんする地域に近接しておりまして、農地の集団規

模が１０ヘクタール未満のため、第２種農地と判断しております。 

  隣接所有者、代替地の検討表、資金計画書、自治会等の同意書等、全て添付されております。 

  申請について問題ないと判断しております。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。 

  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。 

 

～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 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 番号１番と２番を、○番○○が説明いたします。 

  １番、２番は農地をかさ上げすることで、農地を改良することを目的とした一時転用の申請

です。図面は３１ページに示しているとおりです。 

  隣接所有者、地元等の同意も得られ、周辺農地への営農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。 

  １番の方は、畑でかさ上げをした上、豆を、大豆を栽培したいと。それから２番の方は、元

の水田に戻して水田として活用したいと。この地域は、近くに池もあったりするんですけど、

なかなかじゅるい所が多いんで、同じ業者に頼んで、両方とも少しかさ上げをしていただくと

いうような計画であります。 

  御審議のほどよろしくお願いします。 
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○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 度々こういうのが出るんですけども、されることには全然問題ないんですけども、転用

期間３年で、また戻されるというのを聞いたんですが、土地がじゅるいために作りにくいので

かさ上げするんだったら、そのままでいいんじゃないかと思いまして。また、元に３年後に戻

されるということはどういうことかなと。転用期間３年ですやろ。 

○議長 ３年でかさ上げをする。 

○委員 かさ上げするのに。 

○委員 ３年かかるんですか。 

○委員 かかる。 

○委員 そういうことですか。 

○委員 道路からかなり低いところに農地がありますので、それをずっとかさ上げして、水はけ

が良い土地にするのに３年。 

○委員 わかりました。 

○委員 元に戻す言うたから。 

○議長 その他、意見等はないですか。 

（「意見なし」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。 

  番号２番について意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号２番について、許可相当と意見を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 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 報告第５号～ 

 

○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、４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 はい。番号１番から４番までについて、議席番号○番○○が説明します。 

  売買により、会社の社宅とアパート、露天駐車場、資材置場、緑地帯を併設した建物を建築
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するための申請でございます。図面は３７ぺージに示しているとおりでございます。 

申請地の農地区分は、第３種農地と判断されます。宅地化の状況から見て、街区の面積に占

める宅地面積の割合が４０パーセントを超えていると判断されると考えます。また、５００メ

ートル以内には、丹波市○○、○○センター、○○クリニック、○○歯科他、医療機関がたく

さんございます。 

この地域には、田んぼはほとんどありませんでした。それで農道についても○○側に付け替

えようと計画されておりまして、造成工事についても○○の敷地とほぼ同じ高さになる予定で

ございます。この地域は、以前大水が出た時には水没する地域で、被害を受けたこともありま

すが、柏原から加古川に向けて背割堤が平成２５年７月に完成したことにより、水位も下がり

大きな被害は受けておりません。 

３，０００平米を超えているため、県農業会議の現地調査等の対象となります。そのため、

８月２０日には正副会長、山南町の地域委員長、氷上町の地域委員長さんにも現地に来てもら

い、設計事務所なり行政書士さんなり、○○の担当者等に来てもらい、説明をお受けしました。 

地元自治会なり水利代表、農会長の同意も得られており、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おり

ます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

それで、１番の○○さん、この方につきましては、もう農地はございません。もう多分廃業

です。 

それと、○○さん、３番の○○さんにつきましても、農地はこれでありませんが、この方の

場合は、また自分でどこかで米を作りたいということでありますので、利用権設定でまた来年

度は借りられるということでございます。 

以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長 はい。１番から４番まで、大規模転用でございますので、隣接する山南地域委員会から

の確認報告をお願いします。 

○委員 ８月２０日、先程説明がありましたように、現地で立会いをさせていただきました。柏

原が説明されたとおりでございますので、全て確認しておりますので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。 

  １番から４番まで、併議で説明いただきました。１番から４番までについて、意見はござい

ませんか。 

○委員 ちょっと聞き漏らしたかもわからへんけど、２番の○○さんいう人は、この人は農地が

まだあるんですか。 

○委員 あります。 

○委員 ありますか。 

○委員 はい、あります。 

○委員 で、そこはどうなっとるの。 

○委員 ここは、利用権設定されてます。 

○委員 あ、もう設定しとるんですね。はい、わかりました。 

○議長 他に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番から４番まで、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、２番、３番、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５番について、○番の○○が説明いたします。 

  ５番は、太陽光発電設備のための、所有権移転の許可申請でございます。図面は３８ぺージ

に付けております。 

  農地区分は、住宅等が連たんする区域に接近し、かつ農地の集団規模が１０ヘクタール未満

であることから、第２種農地と判断をいたしました。地元等の同意もとられておりますし、周

辺農地への営農への支障はないと思われます。 

  また、転用行為の妨げとなる問題もなく、転用面積も妥当であり、農地法第５条第２項の各

号に該当せず、許可基準を満たしておりますので、地域委員会といたしましては、許可相当と

の決定をいたしました。 

なお、パネル枚数が２１６枚、４４．０キロワットの工事でございます。 

以上でございます。 

○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 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、６番、７番、８番、９番、１０番、１１番、報告第５号朗読。 

○議長 はい。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。 

  その前に、８７ぺージの報告第５号農地法第５条の規定による申請の取下願については、御

承知おき下さい。 

  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 ６番を、議席○番の○○が説明いたします。 

  ６番は、今話が出ましたように、７月の総会に申請され、承認いただいたものですが、先程

８７ぺージの５条申請の取下報告がありました案件を、今月に再度申請があったものです。 

譲受人の夫婦２人連名で申請が出されて、この分が変更となり、他の内容は全て先月と同じ

ものです。 
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売買により、農家住宅を建築するための申請で、図面は１６ページにあります。 

  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。 

  代替地の検討書、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。 

転用については、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項各号には該当せず、農振地域外にあり、いずれも申請内容に問題がない

と判断しております。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

続いて７番を説明いたします。７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ページにあります。 

  申請地の農地区分は、住宅等が連たんする地域に近接し、農地の集団規模が１０ヘクタール

未満のため、第２種農地と判断されます。 

  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項各号に

は該当せず、農振地域外にあり、いずれも申請内容に問題ないと判断しております。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員 ８番を、○番○○が説明いたします。 

  ８番は、親子間により所有権を移転し、一般住宅として利用したいという申請です。 

  図面は４０ページに付けております。 

  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種農地と判断されると考えられます。 

  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。 

また転用面積も必要最小限のもので、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。 

  なお、始末書につきましては、雑種地で１．０２平米というのがございまして、それが細長

いものでございまして、これにつきましては、隣の道路を拡張した際に、残った残地がそのま

ま登記地目、田として残っておりまして、それを畦のようにして使っておったということにつ

いての始末書でございまして、今回の所有権移転につき、この部分も合わせて、譲受人が所有

し、一般住宅を建てたいという内容になっております。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

  続きまして９番、１０番を、続けて○番○○が説明いたします。 

  ９番、１０番につきましては、売買により露天駐車場、露天資材置場として、利用したいと

いうことで、図面は４１ページと４２ページに付けております。 

  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。 

  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。 

また転用面積も必要最小限でございますので、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。 

  ４２ページの配置図を御覧いただきましたらわかりますように、譲受人が既に隣接する所ま

で所有しておりまして、既に資材置場として、利用されております。この資材置場が手狭にな

ったため、今回更にその先にあります農地を取得したいということでございます。 
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  ただ、この５３番の農地が、今水稲が作付けをされておりまして、当分水稲を作付けしたい

ということでございますので、この周辺の部分を今回の宅地の部分として、取得したいという

ことでございます。 

  この土地につきましては、譲渡人の方がいずれも市外の所有者であり、従来から農地パトロ

ールの対象の農地でございまして、今回の申請により農地はなくなるんですが、譲受人が取得

し、転用をしたいという案件でございます。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 次は番号１１番ですが、農業委員会等に関する法律第３１条に該当する方がおられます

ので、退席をお願いいたします。 

（該当委員退席） 

○議長 それでは、確認報告をお願いします。 

○委員 引き続き１１番を、○番○○が説明いたします。 

  １１番は、売買により取得し、一般住宅を建設するための申請です。図面は４３、４４ぺー

ジに図面を付けております。 

  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。 

また転用面積も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。 

  なお、この内容につきまして、譲受人は以前から災害の度に水没をする、春日町の船城地区

に事務所を構えておりますが、度々そういうことが起こるので、今回同じ地区内の山裾に、新

たに住居を構え、そこを事務所としても将来的に利用したいということで、今回の申請になっ

ております。 

  なお、面積につきましても、一般住宅にしてはやや広い面積にはなっておりますが、春日地

域委員会として確認したところ、この法面の下、それからここの山からの排水路を取ったり、

進入路を考えました時に、この１枚の圃場であります部分を利用して、最終的には有効面積と

しては、４６８平米という数字が出ておりますが、その部分にこの図面のような平屋の住宅を

建てたいという内容でございます。 

  御審議のほど、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。 

  １１番から先に審議したいと思います。１１番について、意見等はございませんか。 

○委員 済みません。○番○○です。今事務所という言葉を聞いたんですが、聞き間違いかもわ

からんけど、これ事務所が入ってなくてもいいんですか。 

○委員 本来であれば、事務所として、本人から会社への使用貸借なり、そういうことも必要で

はないかということで、こちらも確認をしたんですが、今のところ事務所については、今の事

務所を使うということで、将来にわたりそういうことがあるような設計をしておりますが、今

のところ、事務所ということでの貸し借りの契約はせずに、今回は一般住宅としての申請をし

たいという内容でございます。 

○委員 わかりました。 

○議長 他に意見等はございませんか。 
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○委員 聞き漏らしたかもしれませんが、譲渡人はこれで田んぼは終わりですか。 

○委員 これについては、まだ残余の土地がありますが、地元のお父さんが耕作をされています。 

○委員 お父さん。 

○委員 はい。 

○委員 面積ですけども、上の面積が４６８ということですが、これどこまで認めて、どこまで

が認められへんのか、その辺が、全体でね。実際使われる面積を見て、５００平米でいいのか、

一般住宅の場合。それとも全体の面積を見て、５００平米以内と言うのか。前も一回そういう

案件があって、揉めたんですけど、止めたというのがあったんですけど。その基準なんかはど

うなんでしょう。 

〇議長 基準は全体の有効面積、それが５００平米程度だったら、今まで認めてますね。 

○委員 これは皆さんで、審議してもらうしかしゃあないですよね。だから、私見てもこれ不整

形地ですし、まあそうやってこう、斜面もあるしっていうことで、やむを得ないような状況か

とは思いますがね。 

〇議長 他に意見はございませんか。 

○委員 先程、面積についての御意見があったんですけど、概ね５００平米と、一般住宅では５

００平米という一つの目安というのか、そういう中で皆さんに、今までから審議をいただいて

おるところです。それを超えた時の対応として、以前から、例えば三角であったり、尖ったと

こがある。ここが使えない部分やということがあったり、今回のように法面ができてしまう。 

その法面については、活用できない部分ということであったり、いうようなことを、総合的

に考えていただいて、この面積で、一般住宅というのが妥当であるかどうかということを議論

いただいた上で、判断をいただくのが、一番有意義ではないかというふうに思います。 

それぞれ御意見があったら出していただいて、判断をすべきじゃない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。他に意見等はありませんか。 

○委員 ○番○○です。 

  この件が問題ないかというのは、この例えば、面積は６００平米になってますけど、やはり

工事の後、結局、法面の上の方削ったりなんかして、面積が結局法面まで延びたりして。今の

この状態が面積になるのか、工事後の転用の面積になるか。どちらが基準というか。このまま

法面は取らないのか。工事後が結局有効利用６００平米、しめたしめたと法面も地上げして、

広く使っていくのはどうかなと。やっぱり今までの申請、きっちり分筆した方もいる訳ですよ

ね、ちゃんと。その辺のところ、不公平がないように、やっぱり皆さん聞きますからね。「こ

れ通ってんの」みたいになることだけ、やっぱり何か。 

○議長 そう言われたら、地形も、地形にもよりますからね。どうしても法の所があるのでね。 

使えない所があると思うので。 

○委員 そうそうそう。デッドスペースがあるんですけど。きっちりやってる人から見ると、

「えー」みたいになったりするかもわからへん。周りが見てるというか、その辺もあるんで。 

別にこの案件がどうのこうのはないんですが、まあ一般論で言えば、これはもう、これが通

るんやったらじゃあという形に、その辺だけ決めるというか。今のところは。 

○議長 はい、わかりました。他に意見等はございませんか。もうよろしいですか。 

（「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１１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１１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。 

  復席をお願いします。 

（該当委員復席） 

○議長 それでは、番号６番について、意見等はございませんか。 

○委員 別にどうこう言う訳じゃないんですけど、農家住宅の案件ですけども、今住宅にお住み

の方なんですけども、農業をやっておられるのか。一般住宅でも別に問題はないと思うんです

が。 

○議長 はい。春日地域委員会からお願いします。 

○委員 はい。この６番の譲受人は、息子さんが○○の方へ出ております。親元はこの予定地、

この住宅を建てる予定地のすぐ横に親元がありまして、親も農業をやっています。この申請地

に、農機具も置きたいと。すぐに農機具倉庫を建てたりはできないんだけども、ここに農機具

を置いて、更に住宅の駐車場にも使う。すぐ横に実家がありますので、農業をやっております

ので、そういった農業関係のことにも一緒に使いたいということなんです。 

  ５００をわずかにオーバーしてますけども、埋め立てが必要な所です。多分１メートル以下

やったと思うんですが、道路の高さまで埋め立てて、当然法面も出てくるという状況の住宅地

になる予定です。 

○議長 はい。よろしいですか。 

  他に意見等はございませんか。 

（「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。 

  番号７番について、意見等はございませんか。 

○委員 済みません。○番○○です。 

  この案件も５００平米、それこそオーバーしてますけど、２筆あって、８５平米の小さい方

の面積の部分は、この住宅地へ進入するための進入路が必要なんやということで、転用目的に

「一般住宅の進入路」というふうに書いてありますけども、その進入路が必要なので、オーバ

ーしてるという状況です。図面３９ページを見てもらったらわかるんですが、鶴の首のように

ひゅるっと、首の状態のものが飛び出しております。これが進入路ということです。 

〇議長 はい。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） 
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○議長 はい。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。 

  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 はい。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 はい。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。 

  ９番、１０番は、併議とさせていただきます。９番、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 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、１０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９番、１０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、１２番、１３番、１４番、１５番、１６番朗読。 

○議長 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 １２番を、議席番号○番○○が説明いたします。 

  １２番は、農地を売買により、一般住宅を建設するもので、図は４５ページに示していると

おりです。 

  申請地の農地区分は、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

も申請内容に問題がないことを確認しています。 

  また、この申請者、譲受人につきましては、春日町○○ってなってますけど、出身が山南町

○○で、実家、今度建設される所の２軒ほど隣がおじいさんからの代の家です。そういった関

係でここを申請されたということです。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○委員 続いて１３番から１６番を、○番○○が説明させていただきます。 

  １３番と１４番は、申請者が同じですので、一緒に説明させていただきます。 

  １３番、１４番は、売買により貸露天駐車場として利用するための申請です。図面は４６、

４７ぺージに示しているとおりです。 

  申請地の農地区分は、住宅が連たんする地域に近接し、農地の集団規模が１０ヘクタール未

満のため、第２種農地と判断されます。 

  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
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も申請内容に問題がないことを確認しております。 

  ４６ページの地図をちょっと見ていただきたいのですが、４６ページの地図の中で、斜線の

部分と斜線の部分の間に空白があります。ここは宅地になっておりますので、駐車場としては

この下にありますように、一体にされます。 

それと１５番は、売買により一般住宅として利用されるための申請です。図面は４６、４７

ページに示しているとおりです。 

申請地の農地区分は、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。 

  続きまして、１６番は売買により一般住宅として利用するための申請です。図面は４８ぺー

ジ、４９ぺージに示しているとおりです。 

申請地の農地区分は、宅地化の進む地域で、宅地の面積が４０パーセント以上であると思わ

れますので、第３種農地と思われます。 

  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。 

これも４８ページの地図を見ていただきますと、これは一体になっておりまして、空白の部

分が宅地になっております。その真ん中に農地がありまして、下のような住宅として利用され

るそうです。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。 

  それでは、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 はい。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１２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、１３、１４番は併議とさせていただきます。１３、１４番について、意見等は

ございませんか。 

○委員 こうやって狭い土地を有効に使うのはわかりますが、狭い土地なんで、これ外向けに入

れていったら、前から出ていかな奥の車出られへんじゃないかと思うんやけど。いっぱいいっ

ぱいになるんやけど。駐車場いうたらそんなもんで務まるんかいなと思うんやけど。 

それとこの細長い土地の上に、ちょっとこう線があって、里道があるんですが、これ払い下

げの申請中で、まだ払い下げされとうへんのですね。これはずっとこう、奥へ入っていく道な

のかもわかりませんけど、ここで切れとるけど。 

〇議長 ちょっと説明させてもらいます。里道があるけど、払い下げの申請中です。 

○委員 申請中でしょ。だから払い下げされたいうことやないんやね。 

〇議長 もう同時にされると思います。 

○委員 里道やったら結構難しくてね。オッケーなったん。 
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○議長 オッケーなってます。 

○委員 じゃあ申請じゃなしに、もう里道はこの人のもんなんやな。いや、ちょっと申請中と書

いてあったもんやからね。申請中やったらちょっと難しなる。その里道で複数の利害者が関係

したら、なかなか一人のものにはならへんでね。だから今回の場合は、今はそれでいいんです

けど。なかなかこう、いっぱいいっぱいの土地を使って。 

○議長 済みません。説明不足かもわかりませんけど、下の空白がありますね。下の白い空白。 

○委員 真ん中にね。 

○議長 これはこの人の持ち物でありまして、これも駐車場になります。 

○委員 いや、そやけど、この図面を見たらそう描いてあるさかいに。この細い土地を使って、

車を出し入れするように描いてあるから。もう許可が下りているということなんで、それで結

構でございます。 

○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１３、１４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１３番、１４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。 

  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１５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１６番について、意見等はございませんか。 

○委員 確認なんですけど、真ん中の土地だけ畑で登記が残っていたということですか。 

○議長 そうですね。 

○委員 両端はどっちも宅地で。 

○委員 建物も建ってます。 

○委員 そうですか。 

○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 御意見はないようですので、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１６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、市島町の案件について事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第３号、１７番、１８番朗読。 
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○議長 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 １７番を○番○○が説明します。 

  １７番は売買により一般住宅として利用するための申請です。図面は５０、５１ページです。 

  申請地の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。 

 なお、５００平米を越えますが、地図でもわかるように不整形地であるため、６００平米以

内であるため、地域委員会としては許可相当と判断されると思われます。よろしくお願いしま

す。 

○委員 番号１８番を○番○○が説明します。 

  番号１８番は、当該農地を譲受人が経営規模を拡大したいという所有権移転許可申請でござ

います。今回の申請に当たり、当該農地の２６１－２の３６８平米には、未申請、いわゆる無

届の農業用倉庫４４平米が現存しております。今後、引き続き農業用として利用するための申

請でございます。図面は５２ページに示しているとおりでございます。 

  申請地の農地区分は、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。地域農業の振興に資する施設でもあり、隣接所有者、

地元の同意書もあり、また周辺農地への営農の支障はないものと思われ、地域委員会としては、

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

す。譲渡人の始末書が添付されておりますので、朗読をいたします。 

  始末書。当該農地に時期不明でございますが、父親が農業機械、資材の保管のため農業倉庫

を建築いたしました。建築に当たっては転用の許可を申請するのを認識不足のため怠っておりま

した。申し訳ありませんでした。 

  御審議のほどを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 意見等がございませんので、採決をとります。 

  番号１７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１７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、１８番について意見等はございませんか。 

○委員 １８番の件ですが、進入路についてわかりますか。 

○委員 ○○さんの宅地です。これは父親の土地でございます。その左側の土地につきましては

前回、総会において承認を得られております。そうすると左側の土地との間に点線があります

ね。そこが進入路でございます。それで農業倉庫の前と右側の所については作業スペースにし

ていると聞いております。 
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○議長 よろしいですか。他に意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がございませんので、採決をとります。 

  番号１８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１８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。 

  ここで暫時休憩としたいと思います。１５時３５分まで休憩とします。 

 

（休 憩） 

（再 開） 

 

～議案第４号 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～ 

 

○議長 再開いたします。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、２番、３番、４番朗読。 

○議長 はい、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 はい、２番から４番を○番○○が説明します。 

  ２番は地目変更のための非農地証明願です。地図は５６ページに付けています。 

  ８月１４日、現地を確認したところ、現地は一部コンクリート舗装をしている雑種地状態で、

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影響がないものと考

えます。農地でなくなった時期は、平成５年頃で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ます。 

  ３番は地目変更のための非農地証明願です。地図は６ページに付けています。 

  ８月１４日に現地を確認したところ、現地は申請者自宅横で農業用倉庫が建っています。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に影響がないと考えま

す。農地でなくなった時期は、昭和６３年頃で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。 

  ４番は地目変更のための非農地証明願です。地図は５７ページに付けています。 

  ８月１４日に現地を確認したところ、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に影響がないと考えます。 

  農地でなくなった時期は、大正１５年頃で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。 

  御審議のほど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） 
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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 意見等がございませんので、採決をとります。 

  番号３番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議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、氷上町の案件を事務局、説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第４号、５番、６番、７番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。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５番を○番の○○が説明いたします。 

  ５番は地目変更のための非農地証明願です。地図は５８ページに付けています。 

  ８月９日に現地を確認しましたところ、現地は農作業倉庫が建っており、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に影響がないものと考えます。 

  また、農地でなくなった時期は昭和５９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ます。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

  また、７月に誓約書が添付された申請者の件でございます。３条で申請がありまして、誓約

書が添付され、誓約書の内容が非農地証明となっております。昭和５９年に４条申請の許可が

出て、今回の申請のとおりですが、許可は出ておりましたのですが、紛失をしたため今回の申

請になっております。 

○委員 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。地図は５９ページに示しています。 

  ８月９日に現地を確認したところ、２３０－３は居宅の一部に、２３１－１は農業用倉庫と

露天駐車場になっており、農地への復旧は困難であり、周囲の状況から見て非農地と判断して

も特段に影響がないと思われます。 

  また、農地でなくなった時期は、２３０－３は平成９年頃からで、２３１－１は昭和４０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。 
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  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○委員 番号７番を○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。図面は６０ページに示しています。 

  ８月９日に現地を確認したところ、現況は庭となっており、農地への復旧は困難であり、周

囲の状況から見て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６３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、証明することに間違いはないと考えます。 

  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。 

○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。 

○議長 確認報告が終わりました。 

  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。 

  次に、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、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、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○番の○○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１１ページに示しております。 

  ８月１４日に現地を確認したところ、露天駐車場及び一部住宅となっており、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はないと思います。 

  また、農地でなくなった時期は、昭和３８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、地域委員
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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。 

  御審議のほどよろしくお願いします。 

○委員 続きまして、９番は地目変更のための非農地証明願です。図面は６１ページに示してお

ります。 

  ８月１４日に現地確認をしたところ、現地は露天駐車場と庭となっており、農地への復旧は

困難であり、周囲の状況から見て非農地と判断しても特段影響がないと見込まれます。 

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

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

といたしましては、証明することに問題はないものと考えております。 

  以上です。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 意見等がありませんので、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。 

  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、１０番、１１番、１２番、１３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。 

○委員 １０番と１１番を議席番号○番の○○が説明いたします。 

  １０番、１１番は地目変更のための非農地証明願です。図面は６２ページ、６３ページに示

しております。 

  ８月１５日に現地確認調査を行いました。農地でなくなったのは、昭和５０年、５５年頃で

あり、地元自治会長と隣接者の証明書があります。 

  １０番は竹林となっており、また１１番は境も全くわからないような山林の中でございまし

た。周囲の状況から見ても農地への復旧は困難であり、特段に影響がないと見込まれます。 

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

いたしましては証明することに問題はないと考えておりますので、御審議をお願いいたします。 

○委員 番号１２番、○番○○が説明させていただきます。 

  １２番は地目変更のための非農地証明願です。図面は４３ページに示しております。 

  ８月１５日に現地を確認したところ、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の影響がないと思います。 
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  また農地でなくなった時期は、昭和３２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、証明することに問題はないものと考えています。 

  御審議よろしくお願いします。 

○委員 １３番を議席番号○番○○が説明いたします。 

  １３番は地目変更のための非農地証明願です。図面は６４ページに示しています。 

  ８月１５日に現地確認をしたところ、砂利を敷き詰めた駐車場と一部木造平屋建住宅が建っ

ており、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、昭和５９年頃からで、地元自治会と近隣農家の証明もあり

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、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。 

  それでは番号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 意見等がございませんので、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。 

  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 意見等がありませんので、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。 

  それでは番号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 意見等がございませんので、採決をとります。 

  番号１３番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  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４号、１４番、１５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
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いいたします。 

○委員 番号１４番を○番の○○が説明します。 

  １４番は地目変更のための非農地証明願です。図面は６５ページに示しています。 

  ８月１３日に現地を確認したところ、現地は居宅・物置・庭となっており、農地への復旧は

困難であり、周囲の状況から見て、非農地と判断しても特段に影響はないと見込まれます。 

  また、農地でなくなった時期は、昭和５９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。 

  審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員 １５番を○番の○○が説明させていただきます。 

  １５番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は６６ページに示しています。 

  ８月１３日に現地を確認しましたところ、現地は、１２５－１は倉庫の一部、１３０－２は

居宅の一部となっており、農地への復旧は困難であり、周囲の状況から見て非農地と判断して

も特段に影響がないと見込まれます。 

  また、農地でなくなった時期は、昭和４９年頃で、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。 

  よろしくお願いします。 

○議長 確認報告が終わりました。 

  それでは、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 意見等がございませんので、採決をとります。 

  番号１４番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  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 意見等がございませんので、採決をとります。 

  番号１５番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

 

～議案第５号 １番～ 

 

○議長 続きまして、議案第５号、農地法第３条第２項第５号に定める別段の面積を定めること

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 ○番の○○が説明いたします。 
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  住まいるバンクに附随して売買を希望する農地について、別段の面積設定の依頼を受けたた

め、平成２８年１２月２１日、空き家に付属した農地に係る農地法第３条第２項第５号の別段

の面積設定に係る取扱いについてに照らし合わせながら、８月１５日に現地調査を行いました。 

  結果、農業振興地域の農用地区域外であること、空き家に隣接していること、現在何ら耕作

されてはいないが、現況が復旧困難な農地ではないこと等を確認しておりますので、御審議を

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、適当と判断し、別段の面積を提案のとおり定め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番は新たに別段の面積を定めるものといたします。 

 

～ 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 それでは柏原地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 １番から３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、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。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 はい。番号４番から１８番まで、氷上地域委員会におきまして８月９日に確認をいたし

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。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 １９番から３０番につきまして、８月１４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１

８条第３号の各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 ３１番から４１番ま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。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 ４２番から４４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
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常時従事する等、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 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 ４５番から４９番まで確認しました。４５番は○○の方なんですが、この方の父親が市

島におられまして、週３、４回は市島のこの農地に来て耕作をされとるということで、本人も

週末には父親と一緒に耕作されていると。ちゃんと見ましたけど、確かに耕作をされていまし

た。 

  それと４９番は、この方は○歳の高齢の方なんですけど、娘婿が中心になり、飼料作物を栽

培し、畜産農家に販売をされておるということで、この方もちゃんと耕作されています。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

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。１番から４９番まで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） 

○議長 意見等はないようですので、採決をとります。 

  議案第６号、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、議案第６号、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いたします。 

  もう１件、一番最後の１１ページですが、農地中間管理機構の特例事業（売買事業）につき

まして、春日地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 春日地域委員会として、１番２番につきまして確認をさせていただきました。 

それぞれの譲受予定者につきまして、既に耕作しておられますので、このことについて問題

ないと考えております。以上です。 

○議長 春日地域委員会からの確認報告が終わりました。番号１番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、意見等はないようですので、採決をとります。 

  議案第６号、農用地利用集積計画の決定について、農地中間管理機構の特例事業について、

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、議案第６号、農用地利用集積計画の決定について、農

地中間管理機構の特例事業につきまして、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。 

 

～報告第１号 農地の一時利用の届出について～ 

 

○議長 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、朗読。 
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○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説明はございませんか。 

○委員 １番、特にありませんけども、この申請地のすぐ隣が雑種地でして、太陽光発電の工事

をやりたいと。その進入路がないので、ここの農地を進入路として借りたいという申請であり

ます。 

○議長 はい。 

○委員 ○○の電柱の付替え工事のために一時利用をしたいということです。 

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

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  柏原、氷上地域委員会からの補足説明がございましたらお願いいたします。 

○委員 確認しましたが、特にありません。 

○議長 わかりました。４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 質問等はないようですので、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～ 

 

○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、朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。氷上、山南、市島地域委員会から補足説明等はございま

せんか。 

○委員 氷上町はないです。 

○議長 はい。 

○委員 市島ですけど、これは始末書が添付されています。この土地にもう農業用倉庫が建築さ

れておりまして、これは農地法の許可を得ずにして深く反省しております。今後はこのような

ことがないよう法令遵守いたしますので、何卒許可下さいますようお願いを申し上げますとい

う始末書です。 

○議長 ３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 質問等はないようですので、報告第３号、農地法施行規則該当転用届について、御承知
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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 １件の公共工事の届出が出ております。御承知おきください。 

  これをもちまして、令和元年度第５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８月２６日 

 

            議  長                       ○印  

 

 

            議事録署名委員（ ２０ 番委員）            ○印  

 

 

            議事録署名委員（ ２２ 番委員）            ○印  


