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令和元年度 第６回定例総会議事録 

  

１．日 時  令和元年９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 

 

○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５条の規定による許可申請承認について 

  議案第 ３ 号 非農地証明願承認について 

  議案第 ４ 号 農用地利用集積計画の決定について（別冊） 

  報告第 １ 号 農地の一時利用の届出について 

  報告第 ２ 号 農地の形状変更届について 

  報告第 ３ 号 農地法施行規則該当転用届について 

  報告第 ４ 号 公共工事の届出について 

 

 

 

５．閉会 

 

１．開会 

 

○議長 まず最初に、古倉会長からご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、事務局から会議の開催について報告をお願いいたします。 



 - 2 - 

○事務局 本日の定例総会、２０番の和田委員さんが少し遅れるということで遅刻の報告をいた

だいております。結果、２４名中２３名出席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、お願いでございます。議案書の方を御覧ください。議案書の訂正をお願いしたいと

思います。議案書の４ページ、議案第１号１８番、一番最後の案件になりますが、この案件に

つきましては、書類不備ということで本日取り下げをいただいております。本日のこの議案か

ら削除をよろしくお願いいたします。 

 

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２３番須原芳夫委員、議席番号２４番橋本慎司委員、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～ 

 

○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、○番○○が説明します。 

  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、５ページに位置図を

付けています。 

  地域委員会としては、農地法第３条第２項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、譲渡人は、農地があと２筆残りますが、１筆は利用権設定されており、近くの認定農

業者が設定を受けておられます。もう１筆は本日非農地証明願が提出されています。 

  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。 

（「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） 
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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。 

  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、８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、６ページに図面を添

付しています。 

  地域委員会としては、農地法第３条第２項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、この譲渡人の所有の農地がまだ畑が２筆と田んぼが１筆、小さいのが残っております

が、家族の人やこの人の親戚によって耕作されています。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 

  続きまして、３番から７番は申請者が同じなので一括で説明いたします。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ページと７ページに図面を添付しています。 

  地域委員会としては、農地法第３条第２項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。 

  そして、８番を○番○○が説明します。 

  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、８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。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。 

  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。 

  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。 
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  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。 

  続きまして、番号５番について意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 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。 

  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、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番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。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○番の○○が説明いたします。 

  ９番は、宅地を購入するに当たり、隣の農地を併せて購入するものです。地図は９ページに

添付しております。 

  地図を見てもらったらわかるように、この農地の横には木屋と蔵が建っており、その横には

母屋が建っておりましたが、今現在は更地となっております。また、その北側の田んぼは最近

お父さんが買われております。 

  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

とを確認しております。 

  なお、譲渡人は、まだ３筆ほど農地が残っておりまして、利用権を設定して管理をされてお
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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 １０番と１１番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  １０番は、先月住まいるバンクを登録していただきました所に付属している農地の取得の件

でございます。地図は１０ページに示してございます。 

  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。 

  また、譲渡人の経営農地はなくなって、農業経営は廃止されます。 

  次に１１番は、贈与により農地を取得し経営規模を拡大するというもので、１１ページに地

図を示しております。 

  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

確認しております。 

  なお、誓約書添付というのは、譲受人の農地の中に、既に宅地化した農地が２筆ございまし

て、３０年以上前に工場を作って駐車場も作っているということで、これにつきましては、非

農地証明願を出すことと、○○番の所は分筆の後に非農地証明願を提出したいという誓約書が

出ております。 

  よろしく御審議のほどお願いいたします。 

○議長 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。 

（「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。 

○委員 これ図面見たら、家が田んぼの中に入っておるように描いてあるけど、これは何も処理

しとかんでええの。 

○委員 それは次の非農地証明願で、家がかかってる分は非農地証明願が出ております。その上

の三角の小さいのと、左下のこの小さい四角の分が３条です。 

○委員 でもこれ、田んぼの中に入っとるから、１筆の中に家があるから。 

○事務局 ３条はこれとこれです。 

○委員 あとは非農地。 

○事務局 はい。 

○議長 よろしいですか。 

○委員 はい。 

○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１０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、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、１２番、１３番、１４番、１５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 番号１２番を、○番○○が説明をいたします。 

  １２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、１２ページに位置

図を付けています。 

  地域委員会としては、農地法第３条第２項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。 

○委員 １３番を、○番○○が説明します。 

  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、地図は１３ページ

に付けています。 

  地域委員会としましては、農地法第３条第２項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。 

○委員 １４番と１５番を、○番○○が説明させていただきます。 

  １４番と１５番は、譲受人が一緒ですので、一緒に説明させていただきます。１４番と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、１４ページに地図を付け

ています。 

  地域委員会としましては、農地法第３条第２項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。 

○議長 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。 

（「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） 
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○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。 

（「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。 

  番号１４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。 

（「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。 

  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、１６番、１７番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。番号１６番につきまして、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、まず最初に１６番からお願いいたします。 

○委員 １６番を、○番○○が説明します。 

  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、１５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、譲渡人はこれで農地がなくなり、農業経営の廃止ということです。よろしくお願いし

ます。 

○議長 番号１６番について、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。 

（「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） 

○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。 
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  復席をお願いいたします。 

（該当委員復席） 

○議長 １７番の確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号１７番を、○番○○が説明いたします。 

  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、１６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

しております。 

  なお、これで譲渡人の残地は０となります。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長 １７番の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。 

（「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。 

 

～議案第２号 １番、２番、３番、４番、５番、議案第３号 ４番～ 

 

○議長 続きまして、議案第２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２号、１番、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いた

します。 

○委員 番号１番を、○番○○が説明します。 

  １番は、農地を売買により取得し、西側の宅地と一体的に共同住宅を建築するための申請で

す。図面は２０ページと２１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られます。 

  隣接農地所有者及び地元等の同意も得られており、周辺農地の営農への支障はないものと思

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

いずれも申請内容に問題はないことを確認しております。 

  また、申請人は高齢のため、確認しましたところ、申請人の娘夫婦が連帯保証人になってお

り、将来的には事業継承者となられる予定であります。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員 ２番を、○番○○が説明をいたします。 

  ２番は、売買により車庫の一部と庭の一部として転用するための申請でございます。図面は

２２ページに示しているとおりです。 
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  申請地の農地区分は、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。 

  転用することに、隣接所有者、地元等の同意も得られ、周辺農地の営農への支障はないもの

と思われます。また、転用面積は必要最小限のものであり、農地法第５条第２項各号には該当

せず、いずれも申請内容に問題がないことを確認しています。 

  なお、当申請農地は、申請者の義父が平成１４年に申請者が農業をされるとのことで、車庫

を広げるため購入され、農業委員会に申請をせずに転用をされたもので、近年になって登記さ

れていないのが判明し、登記手続きの中で農業委員会の転用許可が下りていないのに気付き、

５条申請を出された次第です。その旨の始末書が添付されています。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員 番号３番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  ３番は、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２３ページに示して

おります。 

  申請地の農地区分は、住宅等が連たんする地域に近接しております。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、地元等の同意を得られ、周辺農地の営農には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。 

  図面の２３ページを御覧ください。まだ○○さんという名前になっておりますけれども、こ

の家の売買契約書を確認して問題なしと判断しております。 

  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、番号２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」と呼ぶ声あり） 

○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。 

（「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。 
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（「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、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２号、４番、議案第３号、４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ます。 

○委員 番号４番を、○番○○が説明いたします。 

  ４番は、売買により太陽光発電設備を設置するための申請です。図面は２４ページに示して

いるとおりです。 

  申請地は、土地改良事業の受益となっていない農地で、農地の集団規模が１０ヘクタール未

満のため、農地区分は第２種農地と判断されると考えます。 

  また、代替地検討表、資金を有する証明書、自治会等の同意書が添付されております。 

  地域委員会としましては、農地法第５条第２項各号には該当せず、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。 

  パネルの数は２７２枚で、発電量は７４キロワットとされております。 

  また、譲渡人が申請者になって非農地証明願も同時に出されておりますので説明します。３

４ページを御覧ください。４番は、地目変更のための非農地証明願で、地図は２４ページに示

しているとおりです。 

  ９月１２日に地域委員会で現地を確認したところ、農道の一部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。

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２

１年１２月２４日付非農地証明の取扱いについての第４号に該当するため、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、まず最初に３４ページの議案第３号、非農地証明願承認についての番号４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。 

  それでは、１９ページに戻っていただきまして、議案第２号、農地法第５条の規定による農

地等の所有権移転許可申請承認についての番号４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。 
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  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２号、５番朗読。 

○議長 それでは、市島地域委員会からの確認報告をお願いします。 

○委員 ５番を、○番○○が説明します。 

  ５番は、売買により進入路と露天駐車場として利用するための申請です。図面は２５ページ

です。 

  申請地の農地区分は、前の道路に上下水道が通り、近くに中学校があるため、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

請内容に間違いがないことを確認しております。 

  なお、譲受人は、○○業を営んでいますが、○○工事に伴う大型トレーラーによる準備、配

送のため、自宅にて昼夜を問わず待機することがあり、従来の進入路でトレーラーが搬入出に

苦慮していたため、申請地を進入路の一部として譲り受けたいということです。 

  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。 

（「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、２６ページ、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 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○○が説明します。 

  １番は、農地を賃貸借により借り受け、露天駐車場として転用するための申請です。図面は

２７ページに付けています。 

  申請地は、平成３０年５月に農振農用地から除外された農地であり、除外後の農地区分は土

地改良事業の施行区域内にあるため第１種でありますが、転用の目的が周辺の地域に居住する

者の業務上必要な施設であり、集落に接続していることから、例外的許可事由に該当すると判

断いたします。 

  平成２４年に形状変更により、畑としてかさ上げされ、その後、ミカンの栽培とプランター

でのブルーベリーの栽培がされておりました。舗装等の工事が行われないため、事業費はかか

らないということです。露天駐車場としての利用計画は、大型バス６台分の駐車区画と転回用

地となっております。雨水排水については自然浸透を基本とし、それ以上の雨水は地面勾配に

より、既設の排水路に流す計画です。 

  地域委員会としては、農地法第５条第２項各号に該当せず、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、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、２８ページ、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 事務局の説明が終わりました。 

  番号１番につきまして、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、番号１番について、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 番号１番を、○番○○が御説明いたします。 

  １番は、夫から使用貸借により農地を借り受け、事務所それから書庫、露天駐車場として転

用するための申請です。２９ページに図面を添付しております。 

  申請地の農地区分は、街区に占める宅地の面積が４０パーセントを超えるため、第３種農地

と判断いたします。雨水排水については自然浸透を基本とし、それ以上の雨水は地面勾配によ

り既設の排水路へ流す計画です。 

  資金計画、自治会等の転用同意書が添付されており、地域委員会としては、農地法第５条第

２項各号には該当せず、いずれも申請内容に問題がないことを確認しています。 

  なお、この申請地につきましては、既に事務所と書庫が建築されており、露天駐車場も整備

されているため、所有者からの始末書が添付されております。始末書の内容ですけども、妻が

○○として開業するため、自宅に隣接する農地の一部を事務所用地として農業委員会に無断で

転用した次第です。農地法の無知を反省し、今後は農地に関する諸法令を十分理解した上で農

業経営を実施することを誓いますという内容です。 

  御審議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。 

  それでは、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２号、２番、３番朗読。 
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○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 ２番と３番を○番の○○が説明いたします。 

  ２番は、農地に寺院の庫裏と露天駐車場、寺院の進入路を建設するための申請です。図面は

３０ページに示しております。３１ページには、その内容も添付されております。 

  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、周辺農地の営農への支障はないものと思います。 

また、転用面積は１，１０８平米と広いものではございますが、図面の３１ページを見てい

ただきますと、既に庭と進入路になった部分が２７５平米ございまして、図面がありますが、

土地が非常に傾斜しておりまして、庫裏を建てるためにかなりの部分は盛り土をして、実際の

宅地として使える面積は６００平米となっております。６００平米は通常の一般住宅では広い

のですけれども、お寺の庫裏という特殊な事情もありまして、面積は必要な面積であろうとい

うことで、春日地域委員会として申請内容に問題がないということを確認しております。 

また、始末書も添付されておりますので、朗読させていただきます。 

  今般、上記土地に対し、農地法第５条１項に規定する転用許可申請をいたしますが、現在同

土地の内、東側約２７５平米は既にアスファルト進入路及び庭として利用しております。この

ことについては、○○の○○を含め私の知識不足のため、農地法所定の許可を得ておらず、そ

の結果、無断転用に該当する行為であり、深く反省しております。○○が所有する農地は本件

土地以外にはなく、今後このような無断転用を生じることはございませんが、今回の反省を教

訓として一層農地法をはじめ、関係法令を遵守するよう努めます。この度は、関係者の皆様に

御迷惑をおかけし、本当に申し訳なくお詫びいたしますとともに、どうか本件に関し御許可く

ださいますようお願い申し上げます。という始末書が添付されておりますので、申し添えます。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 

  次３番。３番は、お父さんの土地を借りて息子さんが一般住宅を建設されるという案件でご

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種農地と判断されると考えております。 

  隣接所有者、地元の同意も得られ、周辺農地の営農への支障も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ので、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２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。 

（「意見なし」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３号 １番、２番、３番、５番～ 

 

○議長 続きまして、議案第３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○○が説明します。 

  １番は、地目変更登記のための非農地証明願です。図面は５ページに示しています。 

  ９月１３日に現地を確認したところ、現地は住宅と倉庫が建っており、農地への復旧が困難

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

  また、農地でなくなった時期は昭和５０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

としては証明することに問題ないと考えています。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長 確認報告が終わりました。 

  それでは、番号１番について意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  続きまして、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３号、２番、３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、番号２番を議席番号○番の○○が説明をいたします。 

  ２番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は３５ページに示しています。 

  ９月１２日に現地を確認したところ、現地は工場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４５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います。以上です。 

○委員 番号３番を、○番の○○が説明いたします。 

  ３番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は３６ページに示しております。 

  ９月１２日に現地を確認したところ、現況は居宅、車庫、庭になっております。農地への復
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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４９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。 

  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） 

○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、春日町の案件を、事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第３号、５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 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。図面は１０ページに示してあります。 

  ９月１３日に現地を確認したところ、現地は住宅、擁壁、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がないと見込まれます。 

  また、農地でなくなった時期は、○○番と○○番は昭和６０年頃からであり、そのもう一つ

の小さな三角、○○番と○○番は平成３年頃で、農地への復旧はもう見込めないと思います。 

  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ので、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。 

（「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、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。 

  ここで、暫時休憩としたいと思います。 

 

（休 憩） 
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（再 開） 

 

～議案第４号 ～ 

 

○議長 再開いたします。議案第４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４号、朗読。 

○議長 それでは、氷上地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号１番から３番まで、９月１２日の氷上地域委員会において確認しましたが、全ての

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

３項各号の要件を満たしていると考えられますので、決定することに特に意見はありません。 

○議長 続きまして、青垣地域委員会からの確認報告をお願いしたいんですけれども、農地中間

管理事業の分も含めてお願いいたします。 

○委員 青垣地域、番号４番と最後のページの農地中間管理事業の５番から１１番につきまして

は、９月１２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、農作業に従事常時する等、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各号の要件を満た

しているので、決定することに特に意見はありません。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 １２番から１７番まで、９月１３日の春日地域委員会において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、農業経営基盤強化促進法第１

８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ござ

いません。 

○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 １８番、１９番確認しましたが、全ての農地について効率的に耕作し、農作業に常時従

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

で、決定することに特に意見はありません。 

○議長 最後に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 ２０番、２１番を９月１１日に確認しましたが、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 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 意見等がないようですので、採決をとります。 

  議案第４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、議案第４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がないと回答いたします。 
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～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 柏原地域委員会から補足説明はございませんか。 

○委員 記憶されておる方もあるかもしれませんけど、２年前に一度、一時利用の届出が出され

ております。太陽光発電を設置すると。図面で転用許可済と書いてある所に太陽光発電設備を

設置するということで、その工事用の通路として利用するために一時利用を出されていた訳で

すけど、申請の３か月の間、何もせずに期限が切れたままになっておりました。それで、今回

改めて一時利用を出されたと。書類を持って来られた時に、今度は２回目やということをちゃ

んと申し上げて、もし３回目になったら、今回よりもまだ厳しいことを言わしてもらうことに

なると思うというようなことも言って話をさせていただいております。今回は必ず３か月の間

にはこの工事をするということで聞いております。一時利用の２回目の提出というのが、ちょ

っと私の中でも記憶にない、他の例がなかったように思うので、こういうようなことが今後も

しあった時には、二度と同じ所でもう一度ということがないように確実にやってくれというよ

うな話をしていただく方が良いのかなというふうに思いながら報告をさせていただきます。 

○議長 この件について質問等はございませんか。 

○委員 我々、日々こういう議案が出てくるから、前も言ったように、その申請者が本当に全て

事業を実行しているのかどうかという点ではちょっとわかりにくいんですわ。地元でないもの

もたくさんありますので。今も○番が言われたように、これは事業のための進入路でしたが、

そういうのも含め、工事そのものの許可は出したけど、ほんまに全部できとるんかなと。確か、

この売電業者は前にやったのがある程度終わらな、次のやつは許可せえへんということになっ

とるはずなんですが、それは全て確認できとるんですか。 

○議長 その件につきまして、事務局説明、これは○○さん。 

○委員 ○○さん含め、全ての売電業者です。うちが許可出したやつな。全部許可出したけど、

事業は完成しとるのかどうかという確認はしよるんか。 

○議長 事務局お願いします。 

○事務局 事務局でございます。 

  今、御質問いただいた件ですけれども、大前提、農地転用の許可が出た所、それから、一時

利用とかの届出がされた所につきましては、随時事務局で一覧にまとめて確認をしとるところ

なんです。そうした中で、１年以上報告がない所につきましては、翌年の農地パトロールで各

委員さん方にもその一覧を提出させていただいて、一緒にどこまで進捗しとるかということを

確認をさせていただいておるところでございます。以上です。 

○委員 ということは、確実に実行されとるというふうに考えて、実行されてへんだら、次の年

の農地パトロールで絶対出てくるはずやから、今のところ、それが報告が上がっていないので、

全て実行されとるというふうに捉えているということですね、事務局は。 

○委員 太陽光発電については、転用許可を取りながら未履行であるという案件がある業者、申

請者については、新たな申請は受け付けないという形をとっております。今回のこの申請者も、

柏原でこの案件１件と氷上と山南に許可を取りながら、まだ実行されていないという所があり
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まして、それができない限りは次の申請は受け付けないという対応で、今事務局の方でやって

いただいとるというところであります。 

○委員 わかりました。確認できとるいうことなら結構です。ただ、今も言いましたように、こ

ういう進入路、本体そのものの許可ではなくて、進入路とかでも、それがないとできへん訳や

から、工事が。やっぱりそういうとこ、もっと我々もちゃんとチェックしていく必要がありま

すね。我々自身の問題として自覚したいというふうに思います。 

○議長 はい、わかりました。 

  それ以外にはございませんか。 

  ないようですので、報告第１号、農地の一時利用の届出については御承知おきください。 

 

～報告第２号 農地の形状変更届について～ 

 

○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、３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補足事項はございませんか。 

○委員 ありません。この内容でされるようです。また、１番ですけど、かさ上げ後は小豆を作

りたいということです。 

○委員 議席番号○番の○○です。２番と３番は私の担当でして、まず２番の方、絹山の方は図

面４４ページ、先月５条で申請がございました面積の残地の形がこの１４８平米の農地となり

ます。これをかさ上げして利用するということです。 

  ４５ページ、これは一体利用をしまして、上の○○番も○○番も畦畔を取って、数字の８の

字の形で明渠排水を行って、この後ブドウの栽培を計画されております。皆さん御存知だと思

いますけど、農業委員会だよりにも掲載されました○○さんという方です。以上です。 

○議長 質問等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 質問等はないようですので、報告第２号、農地の形状変更届については御承知おきくだ

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、１番朗読。 

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

○委員 始末書が付いていますので、報告させていただきたいと思います。 

  これは、先月に形状変更ということで出ていました所の現地を確認しましたところ、農業用

水路が設置されていたということで、それについて始末書を書いてもらうようにしました。 

  始末書の内容ですけれども、私は下記農地を農地法施行規則第２９条の第１項に規定する農

地の転用届をすることなく、農地転用を行いました。今後、農地の転用にあたっては関係法令
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を遵守し、適切な手続きを行いますという始末書でございます。 

  以上でございます。 

○議長 番号１番について、質問等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 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きましては御承知おき

ください。 

 

～報告第４号 公共工事の届出について～ 

 

○議長 続きまして、報告第４号、公共工事の届出について、事務局説明をお願いいたします。 

○事務局 報告第４号朗読。 

○議長 ２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。 

○事務局 失礼します。議案書５６ページをお願いいたします。 

  山南地域の市道の分でございますが、こちらは歩道新設をされようとするものでありますが、

当該地は農振の農用地に含まれる土地でございます。本来でありましたら、５月締めの農振除

外の手続きに間に合えばよかったんですけども、分筆等々の関係でその締め切り日を経過して

おりましたので、次回の農振除外、具体的に言いますと１１月締めの分で手続きをさせていた

だきたいということであります。今回、公共工事の報告と併せまして、除外要件整理票Ｂを添

付させていただいております。１１月締めの除外の分で案件として出てくるということで、御

承知おきをいただきたいと思います。以上です。 

○議長 今、事務局から説明がございましたように、山南町の案件ですが、農振除外は１１月に

この案件がもう一度出てくるということでございます。 

○委員 済みません。何か月か前に道路工事が既に終了した、完成してから農振除外の審議があ

ったという案件があったことを覚えてらっしゃるというふうに思います。その時に担当者にお

願いをしまして、後追いでこういうことが出てくるということのないように何とかできへんか

という話をしまして、それについて今回、工事そのものは１１月から２月というふうになって

おりますけど、この農振除外の審議をする前後ぐらいになるであろうと。 

それで、また後からということになり兼ねないので、農振除外のこの申請も出ているので併

せて報告をさせてもらったというふうに聞いております。できる限り前後にならないという形

を取ってもらいたいというお願いの結果がこういうことになっておりますので、報告させてい

ただきます。 

○議長 今、言われたとおり、そういう方向に向かっておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

  これをもちまして、令和元年度第６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９月２５日 

 

            議     長                  ○印  

 

 

            議事録署名委員（ ２３ 番）            ○印  

 

 

            議事録署名委員（ ２４ 番）            ○印  


