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令和元年度 第７回定例総会議事録 

  

１．日 時  令和元年１０月２８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 （２１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） 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  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 

 

○欠席委員 （３名） 

        ７番 山本 定夫  12番 秋山佐登子  19番 野垣 克已 

 

○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 認定電気通信事業者による届出について 

  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条の規定による許可の取消願について 

  報告第 ６ 号 農業経営改善計画の認定について（別冊） 

５．協議事項 

  協議第 １ 号 令和２年度丹波市の農業振興施策に関する意見について（別冊） 

 

 

６．閉会 
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１．開会 

 

○議長 開会に先立ちまして、丹波市農業委員会会長、古倉一郎会長より挨拶をお願いいたしま

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報告をお願いいたします。 

○事務局 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、１２番の秋山佐登

子委員さん、１９番の野垣克已委員さんの３名から欠席の届が出ております。結果、２４名中

２１名出席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、本日

の定例総会が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。 

 

３．議事録署名委員の指名 

○議長 続きまして、日程３、議事録署名委員の指名について、議長が指名させていただきます。 

  議席番号２番矢本規夫委員、議席番号３番足立正典委員、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～ 

 

○議長 それでは、日程４、議事に入ります。 

  議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請承認について、事務局説明をお願いいたし

ます。 

○事務局 議案第１号、１番、２番、３番、４番朗読。 

○議長 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 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、５ページと６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。 

  よろしく御審議をお願いします。 

○委員 番号２番を、○番○○が説明いたします。 

  ２番は、農地を売買により取得し経営規模を拡大したいというもので、７ページに図面を添

付しております。 
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  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、譲渡人には農地が残っておりますが、全て利用権を設定されており、適正に管理され

ております。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 

  ３番を、同じく○○が説明いたします。 

  ３番は、農地を売買により取得し経営規模を拡大したいというもので、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

しております。 

  なお、譲受人の○○さんの農地の一部が宅地になっていたので、１１月に非農地証明願を提

出するとの誓約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４番を、○番の○○が説明いたします。 

  ４番は、農地を売買により取得し経営規模を拡大したいというもので、９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。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長 確認報告が終わりました。 

  それでは、番号１番について意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので採決をとります。 

  番号１番について、許可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、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。 

○委員 譲受人が２人なんですが、２人にしなければいけない理由とか、その辺はどういうふう

に確認しておられますか。 

○委員 ２人でなければならないということはないんですけど、自治会の中で非常に荒れている

田んぼがあったと。誰も世話していない、譲渡人が世話をされないということで、１人で持つ
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のはなかなか難しいから、２人親戚同士で持とうかということで話がまとまったらしいです。

それで２人になったということです。以上です。 

○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。 

（「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。 

  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、青垣町の案件を、事務局説明をお願いします。 

○委員 済みません。９ページの地図、２，９００平米、三反田んぼやったらもうちょっと大き

いのではないかと思うんですけど。地図の訂正をお願いします。 

○事務局 失礼します。事務局でございます。 

  今、ご指摘をいただきましたことについて、手元の申請書を確認させていただきました。結

果、大変申し訳ございません。地図の訂正をお願いしたいと思います。議案書９ページの図面

を見ていただきましたら、一枚になっておる点線の部分の半分だけの所有権移転の図面になっ

ておるんですけども、現況はその点線まで、要するに倍の大きさまでありますから、お手元の

議案書、図面の申請地部分の拡幅をしていただきますよう、よろしくお願いします。申し訳ご

ざいません。 

○議長 図面の９ページの訂正をお願いいたします。 

  それでは、青垣町の案件を、事務局説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第１号、５番朗読。 

○議長 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、○番○○が説明します。 

  ５番は、農地を売買により取得し経営規模を拡大したいというもので、１０ページ、１１ペ

ージ、１２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。 

  それで、譲受人は譲渡人の家屋も購入されて、その倉庫の中にあります農機具を利用して耕

作す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。 
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  それでは、番号５番について意見等はございませんか。 

○委員 説明を聞いたら、この中の小屋を拠点として農業をされるという訳ですが、まず最初に

聞きたいことは、この購入される方、譲受人は名字何て読むんですか。 

○事務局 ○○です。 

○委員 ○○ですね。わかりました。それでは、この方、購入後もここを拠点として通作される

んですか。 

○委員 ここに移住されると。 

○委員 将来は、ですよね。 

○委員 将来というか、近いうちに。 

○委員 遠いですね。 

○事務局 失礼します。事務局でございます。 

  地図の１１ページを見ていただきますと、中央部分に非農地の案件がございます。非農地、

口塩久○○番、２７４平米とあるんですけど、その西側、図面は着色をしておりませんが、こ

ちらが譲渡人の御実家でありまして、本申請と併せて、こちらの家屋の売買契約もされており

ますので、整い次第、こちらの家屋に入られるという予定でございます。 

○委員 これは建物と田んぼが近かったら。そうか、面積が多いからだめか。わかりました。結

構です。 

○議長 他に意見等はございませんか。どうぞ。 

○委員 経営規模の拡大って言われたんですけど、これ○○で農業されとるんですか。新規じゃ

ないんですか。 

○委員 ○○ということで、新規就農です。 

○議長 農業経営の開始ということで、それでよろしいですね。 

○委員 はい。 

○議長 他に意見等はございませんか。 

○委員 譲渡人は、これで農地はないんですね。 

○事務局 残り４筆です。 

○委員 はい。 

○委員 その４筆については、譲渡人が、まだこれからも続けて耕作される訳ですね。 

○事務局 事務局でございます。 

  農地台帳を見る限りでは、現在のところ利用権設定はされていないということで、引き続き

地元の委員さんを中心に、処分される時には相手方を探していくという状況でございます。 

○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５番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号５番は許可すべきものと決定いたします。 

  続きまして、春日町の案件を、事務局説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第１号、６番、７番、８番朗読。 

○議長 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
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します。 

○委員 それでは６番を、議席○番の○○が説明いたします。 

  ６番は、農地を売買により取得し経営規模の拡大を図るものです。１３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。 

  譲渡人につきましては、まだ３反余り農地がありまして、利用権を設定して管理されており

ます。 

  なお、誓約書が付いておりますが、譲受人の所有の農地の中に農業用倉庫があるために、早

急に２アール未満の申請をするという誓約書でございます。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。以上です。 

○委員 ７番を○番○○が説明いたします。 

  ７番は、農地を売買により取得し経営規模を拡大したいというもので、１４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

しています。 

  地図を見ていただいたらわかるように、川の右側の小さな部分の○○番が今回のものですが、

その周りの、今回の申請以外の白い部分、この部分が譲受人の農地でございまして、今回の取

得によりこの一帯を一体的に耕作しようとするものであります。 

  また、譲渡人につきましては、まだ２反ほど農地がありますが、利用権を設定するなど適切

に管理されていることを御報告申し上げます。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 

  続きまして、８番につきましても○番○○が説明いたします。 

  ８番は、同じく農地を売買により取得し経営規模を拡大しようとするもので、同じく１４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。 

  地図を見ていただいたら、川の左側の部分がこの８番の案件でございます。その隣にありま

す○○という家が譲受人の居宅でありまして、隣接する農地を取得して家庭菜園等にして利用

したいということで、今回の申請になっております。 

  なお、譲渡人は、先程７番の農地も含め適切に耕作を行っておられ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 意見等がございませんので採決をとります。 
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  番号６番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号６番は許可すべきものと決定いたします。 

  続きまして、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。 

○委員 この７番、８番、これ同一人物であることは確認しておられるのでしょうか。 

○委員 ７番の譲受人と８番の譲渡人は同一人物であります。耕作がしづらかった所を取得して、

今までやっていた所を隣の方が取得して管理される。そういう案件で、案件としては別のもの

でございます。以上です。 

○委員 了解しました。 

○議長 他に意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○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、山南町の案件を、事務局説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第１号、９番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。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９番を○番○○が説明いたします。 

  ９番は、農地を売買により取得し経営規模を拡大したいというもので、地図は１５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。 

  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。 

  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、１０番、１１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 番号１０番を、○番○○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、１６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。 

  この○○の方は、以前からおられないんですけど、利用権を設定するという形でずっと耕作

はしておられたんですけど、今回、所有権移転ということで正式に申請が出ております。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員 １１番を、○番○○が説明します。 

  １１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、地図は１７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。 

  なお、この地図の○○番の右隣に譲渡人の○○と書いた家がありますが、譲受人はこれも購

入されて、今は屋根瓦の修理のため、１１月には引っ越してくるということです。農機具等は

中古農機を購入する予定です。 

  よろしくお願いします。 

  なお、譲渡人はこれで農地がなくなり廃農です。 

○議長 確認報告が終わりました。 

  それでは、番号１０番について意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１０番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１０番は許可すべきものと決定いたします。 

  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。 

 

～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条の規定による許可申請承認について、事務局説

明をお願いいたします。 
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○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。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 １番を、議席○番の○○が説明します。 

  １番は、自己所有地を露天駐車場として利用したいというもので、地図は２０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種農地と考えます。 

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

  転用に伴う周辺農地の営農への支障はないものと思われます。 

  転用面積は１７５平米と妥当であり、農地法第４条第６項の各号には該当せず、農振外にあ

り、いずれも申請内容に問題はないと判断しています。 

  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、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２号、２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 ２番について、○番○○が説明します。 

  ２番は、農業用倉庫にするための申請です。この土地は平成１７年４月に２アール未満の届

出を行って農業用倉庫として利用されてきました。今回、農業資材等の保管場所が手狭になっ

たことから増築するもので、転用面積が２アールを超えるため、必要面積を分筆し、４条申請

を行うものです。 

  申請地の農地区分は、農振農用地の農業用施設用地となります。 

  地域委員会としては、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

ものと考えられます。 

  なお、申請前に造成が行われており、申請者から始末書が提出されていますので朗読します。 

  始末書。本件申請につき、事前に農地の転用、農業用施設等の届出を行い、農業用倉庫を建

築しましたが、その農業用倉庫が手狭になり、増築するために敷地について造成工事を行いま

した。  

しかし、本地は農地であり、造成することにより当初届出の２００平米を超えてしまいまし

た。私が農地法に無知であるために、このようになったことを深く反省しています。今後、二

度とこのようなことのないようにいたしますので、何卒ご容赦下さいますよう、よろしくお願
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い申し上げます。 

  それで、地元の農業委員さんと推進委員さんにかなりきつくお灸をすえていただいておりま

すので、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、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～ 

～報告第５号 ２番～ 

 

○議長 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、譲受人が建売分譲住宅を建築するために転用しようという申請です。図面は２６ペ

ージに示しているとおりです。 

  申請地の農地区分は、上下水道管が埋設された道路の沿道で、近くに○○などの医療機関が

２つ以上あるので、第３種農地と判断されると考えられます。 

  隣接農地所有者、地元自治会、関係者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。 

  転用計画は、４戸の建売住宅を建設する計画です。転用面積は必要最小限であり、農地法第

５条第２項の各号には該当せず、いずれも申請内容に問題がないことを確認しています。 

  御審議のほどよろしくお願いします。 

○委員 続きまして、番号２番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  ２番は、売買により一般住宅と車庫、倉庫、露天資材置場として利用するための申請です。

図面は２７ページに示しているとおりでございます。 

  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ます。 

  代替地も検討されましたが、近く独立して○○業を営まれる予定もありますので、同自治会

内に指導を受ける親方の住宅もあり、広い土地を探された結果、今回の申請となりました。  

地域の同意も得られ、周辺農地の営農への支障はないものと思われます。 

  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
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ます。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長 確認報告が終わりました。 

  それでは、番号１番について意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１番について、許可相当と意見を付して進達することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

たします。 

  続きまして、番号２番について意見等はございませんか。 

○委員 譲渡人の農地はまだ残ってるんですか。 

○委員 はい、残ってます。その横にあるのが譲渡人の農地です。 

○委員 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） 

○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。 

○委員 それで結構ですが、このように面積が、一般住宅ですので５００平米が普通ですが、９

８０平米あります。そういう場合は、できたら図面を、どういう配置とかそういうのを付けて

もらわんと、何にどれだけ使うんやということが全く想像でしかないので。面積が大きい場合

は、１００平米ぐらいやったらしれとるけど、それよりもっと大きい場合は、どこにどんな面

積の何を置くとか、これ確か３つほどありましたよね。倉庫、それから車庫、露天資材置場。

露天資材置場が会社員でどれだけいるのかという疑問もあるんやけど。とにかくそういうもの

を付けてもらうことにしたらどうでしょうか。 

○委員 この人は独立しますので、広い土地が必要やということだったので、資材置場と、また

それに関する重機を置く場所となってます。 

○委員 でもね、この時点ではやっぱり会社員って出てきとるから、我々は議案書で判断します

ので、やっぱり５００平米をはるかに大きく超えた場合は、判断材料として図面等付けてもら

って。その度その度質問せんなんから。じゃあ、倉庫は何ぼや、車庫は何ぼやとか全部聞かな

あかんのですよね。せやから、それはそのようにしてもらったらどうでしょうか。これは司法

書士さんとかそういう行政書士さんとかに言うたらちゃんと作成してもらえるんでしょう。こ

れはうちの仕事じゃない。 

○議長 あります。 

○委員 あるんですね。 

○議長 従来から一般住宅の場合は、面積が大きい場合はある程度図面を付けてもらってるんで

すけど、今回ちょっと付いてないので。今までは一般住宅で付いとったでしょう。 
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○委員 ありましたよね。 

○議長 あった。 

○委員 そういうことで、この会議でそういうことを決定したらどうですか。会長どうですか。 

○会長 事業用地ということで議案書に配置図の添付がなかったと思います。事業用地は全部議

案書に配置図を添付するか言うたら、そうでもない。その辺については地域委員会で、この案

件については配置図を総会の議案書に添付すべきだということを決めていただいて、事務局の

方でそれを付けていただくということにさせていただいたらなと思います。地域委員会でもそ

こまでなかったと。総会で配置図がやっぱり必要っていうことになった時には、どの申請も配

置図は全部付いていますので、必要ということになった時には、すぐにコピーして皆さんにお

配りするということにさせていただきたいと思います。 

○委員 いや、私が言ってるのは、５００平米未満だったら、普通の一般住宅でしたら想像の範

囲やけど、約倍に近い面積を使われる場合は、やっぱり多少なりともそういう判断材料をあら

かじめ用意しとくのが有り難いと思うんですが。ちゃんと図面を作ってくれと言ったら、作っ

てくれるでしょう。だから常識の範囲内だと思うんですけど、つまり、５００平米と、１，０

００平米の基準を大きく超える場合については、出してもらった方がいいんじゃないですか。

今言われたことは、地域委員会でそういう話が出てない場合は出さない。それは地域委員会の

権限じゃないですよね。ここの権限ですから。 

○会長 今のこの議論、どういう案件については配置図を出すべきかということを、皆さんに聞

いていただいてますので、それぞれ農業委員さんお聞き取りいただいた中で、今後判断してい

ただければと思います。 

○議長 従来だったら、こういう場合は図面を付けてたはずですけどね。 

○会長 一般住宅ではない。事業用地になった時には付けたり付けへんだりしよった。 

○議長 事業用地はええと思うんです。一般住宅。 

○委員 今の場合は一般住宅の案件やから付いとるはずや。じゃあ、もっと言います。 

その前の建売住宅でも、確か皆さん記憶あるんじゃないですか。建売住宅でも図面が付いて

きよったね。何でいつからそれが廃止になったんかいうのはようわからへん。事務局が忙しく

てそんなん付けられへんかったんか。 

○議長 今回、一般住宅と混在する場合は配置図を付けてもらうということにしましょう。それ

でいいですか。 

○委員 いいですよ。ただ、今も言いましたように、建売住宅も前はあったということでしょう。

あったんですよ。事務局も覚えあるでしょう。建売住宅の配置図みたいなのあったでしょう。 

○議長 あった場合となかった場合がある。 

○事務局 よろしいか。事務局でございます。前段協議いただいておりました、５００平米を超

える場合の一般住宅、１，０００平米を超える場合の農家住宅に図面を添付するか否かについ

ては、平成１９年の９月の農地部会で、要するに２割を超える場合、一般住宅で６００平米以

上になった場合、農家住宅で１，２００平米以上になった場合には必ず配置計画図を付けまし

ょうよということで、皆さんで申し合わせ事項を決めていただいております。ただ、今回のよ

うに、一般住宅もあり倉庫もありということで、それ以外のことも含んでということであった

ので、その配置計画については地元の地域委員会の方で適当だと判断いただいて出てきておる

んで、あえて図面の添付はなかったということです。ただ、本当に説明しにいくい時には、付
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けようということで出していただく場合もあります。他の案件でもね。 

  それから、建売住宅で配置計画図というのは基本付いていません。ですが、今回農地転用さ

れる土地と隣接する雑種地とか宅地を含んで、農地転用は５００平米やけど全部足したら１，

５００平米というような、他の土地も含んで転用される時には図面を付けようということをル

ールとして決めていただいておりますので、そういう時に配置計画図が付いております。 

○委員 はい。私の記憶では、１枚の田んぼの中で、大きい田んぼを転用して建売住宅を建てる

場合でも、以前はあったように思いますが。２つ以上の農地及び他の許可されてる部分を足し

ても大きい面積になる場合もそうやったかもしれませんが、私の記憶では１枚の田んぼに建売

住宅を建てる場合でも図面が載っとったように思います。もしあったらどうしますか。 

そんないい加減な記憶で言ってもらったら困る。会長の一言で済むんや。やる言うたら済む

んや。これはもう、今言われたとおり、図面は全部の案件に付いとる言うんやったら、コピー

して１枚付け足したらええだけやないか、この中に。何がそんなに忙しいんや。 

○議長 皆さんどう思われますか。 

○委員 やっぱりちょっとこれわかりにくいね。図面がなかったら。これからは付けてもらうと

いうことで、今回はコピーしたらええと思うねんけど。 

○議長 そうやね。建売住宅は付いてないですけど、例をとったら太陽光発電なんか絶対常に付

いてますね。同じ５条で何でこんな違うんやという見方もありますね。５条の場合はどうなん

ですかね。太陽光発電の場合、絶対図面付いてるでしょう。 

○事務局 申請書の中には建売住宅でも配置計画図はありますよ。 

○議長 あるけど、この議案書に付けへんだ。建売住宅は付けへん、太陽光発電は付けるという

のはどういうことなのか。 

○会長 太陽光、全部は付いてない。 

○議長 あ、そうか。ごめんなさい。あれ申請書や。僕の勘違い。済みません。 

○委員 どっちにしても面積が大きく、先程の太陽光発電でも、事業であったら面積上限ないか

ら、何ぼになっても良いというものでもないねんけど。それでもやっぱり図面付けてもらう方

がわかりやすいん違うか。これは、事務局が事務をどれだけ迅速にできるかという問題ではな

くて、我々農業委員がわかりやすくするためには、どうするんやということやから。事務局が

忙しいや何や言うんやなくて、これは必要な仕事や。もし必要ない言うなら、会長、何で必要

ないんかという説明して。口頭だけでええ言うんやったら。 

○議長 これ、次回の運営委員会が１月にありますので、運営委員会で検討します。 

○委員 運営委員会で。こんなん全体で決められる話やから、今決めといたらええねん。 

総会より上の決定機関なんかないんやで。何で運営委員会で決めるの。 

○委員 済みません。○番○○です。議案書だけ見たら、３条だったらやっぱり譲渡人が丹波市

外の人、それと面積。５条やったら、目的が太陽光とか一般住宅やったらすぐ面積を見ます。

やっぱりこの一般住宅の面積見て、これで通るんやみたいな。議案書だけ見たら、どういう配

置なんかなと見たい気持ちは正直あります。地域委員会での判断って、多分皆さんも、氷上町

あたりはどう言うてくるかみたいな情報交換をされてるかもわりませんけど。よその地域委員

会がどう出てくるか言うたら言い方悪いですけど、理論武装してくる。そういう地域委員会に

権限を与えてもらえるなら、それも１つの方法かと思います。我々もやっぱり氷上町としての

議論を出して、揉んで出してるところは正直あるで。どうしても我々の意見が出ますから、こ
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ういう形で権限を与えてもらうんやったら、それぞれの地域委員会の責任が非常に重くなると

いうか。もし、何かあった場合ね。例えば、これ出来上がった時に、これで９８０平米必要や

ったんかってなってくると思うんですね。やっぱり見てもらわんと、県の審査があるもんね、

４条、５条に関しては。だから、地域委員会の権限で、僕らは見ないで通るということになる

のでね。その辺の兼ね合いが、事務局なり地域委員会なり、あとは申請代理人であったりの責

任の所在と言うたらちょっとオーバーかもわかりませんけど、やっぱり僕ら見た瞬間、一般住

宅、明らかに太陽光発電、１，０００平米超えるとなると、ちょっとやっぱりどういう形なん

かな、開発許可とかになるので。逆にもし僕が申請人になったりする場合でも、一応見てもら

って確認するというのが安心感があると思うんです。 

○議長 ちょっと待って。今の場合は、一般住宅は５００平米超えとるから出して下さいよとい

う話。 

○委員 そう。だから一般住宅が出てくる度に僕はもう面積をすぐに見ます。 

○議長 今回の番号２番ですけども、それは図面を出して下さい、出しましょうねということに

なりました。今、○○委員が言われているのは建売住宅の場合ですね。 

○委員 あくまで事業でね。 

○議長 これは皆さん、この場で決めろと言われたら、この場で決めていいと思う。出す必要が

あるのか、出す必要がないか。農地と宅地が混在しとる場合は出してもらわんといかんのです

けども、農地だけの場合の建売住宅の図面はいるかどうか。 

○委員 ちょっとね、議長勘違いしとん違うか。我々が審議する場合は、従前に転用がもうされ

とって、それで更地になっとって、それプラス新しい田んぼを転用する場合は、両方の面積を

足した面積で審議するということは農地法にあります。だから、新しく大きい面積でする場合

でも、それはその事業に必要なんかいうこと。事務局や会長が余り積極的にせえへんと言うの

はどういう理由があるのか聞きたい。事務局が、添付された図面を１枚コピー取ってここに出

すのがどれだけ忙しいのかと思う。ちょっとわからへん。会長、それ説明して。何でできへん

のかいうこと。 

○会長 建売分譲住宅の配置図をこの議案書に添付していないというのは、決して事務局がコピ

ーしたり差し込んだりするのが忙しいので、それをしていないということではありません。何

でしてへんかと言われても、今までからしてへんかったとしか言いようがないというのが正直

なところです。 

○委員 嘘ばっかり言うわ。嘘言うたらあかん。ちゃんと建売住宅は図面載っとった。 

もし私の他に見たと言う人があったらどうする。 

○会長 先程もあったように、過去には他の農地以外の部分と一緒にしてというので載せたこと

があったり、これはわかりにくいので載せた方が良いという地域委員会での判断で載せたこと

があったりということはあったかもしれません。また、太陽光についても配置図を議案書に付

けたこともあります。全部付いとる訳ではない、付けたこともあるというのはあります。 

○委員 ちょっとじゃあ、事務局相談して。もし会長がここでそういうこと言うたら、もし我々

が古い議案書出して、１枚田んぼの建売住宅で図面付いとるやないかと。なかったって今言い

ましたね。会長、もしそれ間違っとったら大変ですよ。あなたはこの本会議の中で、議事録を

録られる中でそういうこと言うたら困る。事務局で１回相談して。事務局大丈夫か。 

○会長 済みません。申し訳ございません。ないと言うたと言われたけど、僕、そういうことも
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あったと。全部に付けとる訳やないけど、付けたこともあったというふうに申し上げました。 

○議長 暫時休憩とします。 

（休 憩） 

（再 開） 

○議長 建売住宅、番号１番ですが、転用目的が建売住宅の場合ですが、今回図面が出ておりま

せん。そこで図面を付けるべきか、付けないべきか。これを、丹波市農業委員会の申し合わせ

事項で決定したいと思いますので、皆さんちょっと考えていただきたいと思います。議案書に、

建売住宅の場合は配置図面を付けた方が良いと、付けるべきであるという方。立面図まではい

らないと思うんですが、平面図だけでもいいと思うんですが、それを付けるべきであるという

方、挙手をお願いいたします。 

（挙  手） 

○議長 結構です。ありがとうございました。 

  大多数の方が付けるべきであるということなので、丹波市農業委員会の申し合わせ事項の中

に、建売住宅の転用申請が出た場合、建売住宅の平面図を議案書に添付するということを追加

したいと思います。 

  もう１点ですが、休憩中に話があった２アール未満の場合ですが、２アール未満の場合は提

出された方の経営面積が全くわかりません。今のこの議案書では。これに経営面積を記載すべ

きであると思われる方おられますか。これも申し合わせ事項で決定したいと思うんですが。４

条の農業用倉庫と２アール未満の場合は、申請者の経営面積が出ておりません。これは議案書

に記載すべきであると思われる方、挙手をお願いいたします。 

（挙  手） 

○委員 今のこの判断は、農振農用地で２アール未満を出す場合は、どうしても農業経営ちゃん

とやっとるかということが必要やと思うんですけど、その場合は当然経営面積というのは必要

になると思うんですが、全部適用するかどうかという判断を、今聞かれておるんですね。 

○議長 そうですね。今、２アール未満と言ったら全て入ってしまいますわね。 

○委員 今の話からすると、農振農用地の農業用施設の部分について、農業経営をきっちりやっ

てる方という確認は、私は必要やと思います。それ以外については、特に経営面積は必要はな

いと思いますが、その辺がどうなのか。 

○議長 ２アール未満、極端に言うたら全部含まれる。分けたら無茶苦茶ややこしいと思う。も

う全てでないと、分けられへんと思いますわ。判断が難しいと思います。農業委員の人は。今

僕が言うたのは、全てを含めてという意見で言ったんですけどね。ここに数字入れるだけの話

なので。 

○委員 そもそも農用地の所に農業用施設を建てるのは、２アール未満で建てるのは、いわゆる

税対策が主やと思うんや。そういう配慮はされとると思うわ。せやから、農用地で農業用施設

を建てるのは、２アール未満で建てるのは、地目は農地のままで建てるんやね。せやから、考

え方としては農業振興に寄与するものであるという考え方がそこにはあると思う。でも、普通

の一般の宅地に農業用施設を建てても、これは普通の倉庫としか判断されへんので違いますよ

ね、当然。そこのところは皆さんわかっとると思う。だから、今言われたように、農用地に建

てる場合についてやったらええんじゃないかと。必要やないかと。農家であるかどうかという

ことを確認する方法が必要やないかということでは、それでいいと思います。 
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○議長 今、僕が言ったのは全ての場合です。２アール未満も農振以外の分も全部入ってます。 

そういう場合は議案書に面積を記載してもらうだけなので。それは、これくらいの耕作面積

でこれくらいの倉庫を建てられるんやなという目安だけですわ。大規模農家やのに小さいとか、

全然作ってないのに、無茶苦茶大きい倉庫とか、色々あると思うんでね。転用目的が違うかも

わからんへんから、そういう意味だけのことです。そういうことで議案書に耕作面積を記載す

るとしてはどうでしょうか、という提案なんです。 

  記載しても良いという方、挙手をお願いします。 

（挙  手） 

○議長 ありがとうございます。 

  では、４条申請の農業用倉庫と２アール未満については、提出された申請者に対しては、耕

作面積を記載してもらうと。４条も２アール未満も両方です。両方とも全部含めて。 

○委員 経営面積は、田んぼ買う時の３条の中に載ってますよね。今現在の経営面積は何ぼと。

その面積書いたらええだけやから。それでいいんやね。その時の経営面積でいいんやね。 

○議長 申し合わせ事項で２アール未満、４条の農業用倉庫には経営面積をここに記載するって

決めたんですけど、これは申請の判断材料とはしないで下さいね。内容とは違うから。大きい

とか色々ありますから、許可が妥当かどうかという判断材料には余りしないで欲しい。 

○委員 そんなん言うのはようわからん。そもそも大き過ぎるのを建てるとか、小さいのを建て

るとかいうのは、その人の財力の関係もあるし。 

○議長 続きまして、第５条、青垣町の案件を、事務局説明お願いいたします。 

○事務局 議案第３号、３番朗読。 

○議長 それでは、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３番を、○番○○が説明いたします。 

  ３番は、売買により一般住宅を建設するための申請です。図面は２８ページに示していると

おりでございます。 

  申請地の農用地区分は、○○から至近距離に存在しているため、第３種農地と判断されると

考えます。 

  また、代替地検討表、資金計画書、自治会等の転用同意書が添付されております。 

  転用に伴う被害防除としては、雨水の排水については既設の排水路に接続するという形でご

ざいます。 

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

ないことを確認しております。 

  以上です。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。 
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  続きまして、春日町の案件を、事務局説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第３号、４番、５番、６番、７番、８番、９番、１０番、１１番、１２番、報告

第５号、２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しま

す。 

○委員 ４番、５番は譲受人が同じのため、併せて説明をさせていただきます。○番○○が説明

いたします。 

  ４番、５番は、農地を売買により取得し太陽光発電設備を設置したいというもので、２９ペ

ージに図面を付けております。 

  申請地の農地区分は、この図面でわかるように、道で区切った街区、つまりこの周りは○○

住宅等がありまして、宅地面積の割合が４割以上ということで、第３種農地と判断されると考

えます。 

  代替地の検討表、資金計画書、自治会等の転用同意書が添付されております。 

  また、転用に伴う被害防除としては、雨水対策については既設の排水路への接続、また防草

シートを計画されております。 

  地域委員会としては、農地法第５条第２項の各号に該当せず、いずれも申請内容に問題がな

いことを確認しております。 

  残余の農地につきましては、○○さんの関係のものにつきましては、後でたくさん出てくる

んですが、３反４畝くらいの農地がまだ存在しておりまして、販売先を探しておられるところ

です。 

  ５番の○○さんにつきましては、一部の農地を管理をされておるという状況であります。 

  また、４番、５番につきましては、この２９ページの地図で言いますと、上の三角の所を含

めた２枚分でありまして、設備につきましては、パネル数が２４０枚、６７．２キロワットと

いうことで計画をされております。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 

  続きまして、６番、同じく○番の○○が説明いたします。 

  ６番も、農地を売買により取得し太陽光発電設備を設置したいというもので、同じく２９ペ

ージに地図を付けております。 

  ６番につきましては、図面の下の２枚が６番の案件でございます。 

  申請地の農地区分は、先程説明いたしましたとおり、街区に占める宅地面積の割合が４割以

上ということで、第３種農地と判断されると考えます。 

  代替地の検討表、資金計画書、自治会等の転用同意書が添付されております。 

  同じく、転用に伴う被害防除としては、既設排水路に接続するとされております。 

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

ないことを確認しております。 

  この６番につきましては、パネル数２２８枚で６３．８キロワットとなっております。 

  なお、面積が１，０００平米を超えてまして、開発許可ということなんですが、市役所の判

断としては、登記面積は１，０００平米なんですが、有効面積が１，０００平米以下というこ

とで、開発の許可申請は不要という判断をされているところでございます。ただ、地元の自治

会での説明会は行っておるということです。 
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  以上、審議をよろしくお願いしたいと思います。 

  続きまして、２４ページの７番、８番につきましても○番○○が説明いたします。 

  ７番、８番につきましても、農地を売買により取得し太陽光発電設備を設置したいというも

ので、戻っていただいて１４ページに図面を付けております。 

  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。 

  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。 

  転用に伴う被害防除としては、隣接する川に向かって排水の計画を立てて、防草シートなど

を計画されております。 

  地域委員会としては、農地法第５条第２項の各号に該当せず、申請内容に問題がないことを

確認しております。 

  また、７番の○○番の部分と、その下に白い空白の土地がありますが、これが譲渡人の宅地

になっておりまして、これを一体的に利用して太陽光発電設備を設置するということです。 

  ７番の設備につきましては、その白い部分を含め、パネル７２枚、１９．６５キロワット。

そして右側の○○番ですが、そこの部分はパネル７８枚、２０．７５キロワットということで

計画をされています。 

  以上、御審議のほどよろしくお願いします。 

○委員 ９番を、○番の○○が説明いたします。 

  この９番は、平成３１年３月の総会で既に承認をいただいた全く同じ農地です。 

  先程報告がありました、９４ページの５条許可の取消願があった部分のことを言います。 

  ３０ページの地図を御覧下さい。横に細長く図面が繋がっておる部分です。提出されており

ます経過書があるんですが、その経過書によりますと、今回、申請地のすぐ左側の隣接地が株

式会社○○の太陽光発電事業を開発しておる土地でありまして、今回申請農地を３月に同じ事

業主が許可を受けたことによって、経産省のＦＩＴ法の分割禁止という認定基準に当たる可能

性があり、売電許可が取り消しとなる可能性があるために、土地名義等も元に戻した上で一旦

取り消しをし、再度、別会社の事業主、株式会社○○という事業主で申請を出したというもの

であります。この地図のすぐ左隣に空白がありますが、ここがいわゆる株式会社○○が事業を

やっている所です。 

  先程言いました認定基準は、特段の理由がないのに１つの場所において複数の再生可能エネ

ルギー発電設備を設置しようとするものでないことという条件があるようでございます。です

から同じものになるので、一回取り消して会社を変えて出し直したということでございます。 

  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ます。 

  代替地の検討表、資金計画書、隣接農地の所有者、地元自治会等の同意書も添付されていま

す。 

  転用に伴う周辺農地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、いずれも申請内容に問題はない

と判断をしております。 

  御審議のほどよろしくお願いします。 

  続きまして、１０番も同じく太陽光の申請でありまして、売買によって太陽光設備を設置す
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るための申請です。図面は３１ページに付けています。 

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

未満のため、第２種農地と判断されると考えます。 

  代替地の検討表、資金計画書、地元自治会等の同意書も添付されております。 

  転用に伴う周辺農地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、いずれも申請内容に問題はない

と判断しています。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員 １１番を、○番○○が説明いたします。 

  １１番は、農地を売買により取得し車庫、農機具庫を建てたいというもので、図面は３２ペ

ージに示しているとおりです。 

  申請地の農地区分は、○○小学校の隣にあり、○○高校、○○から３００メートル以内にあ

り、第３種農地と判断されると考えます。 

  また、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ないことを確認しております。 

  ３２ページの地図の申請地からちょっと上の方、そこに譲受人の住宅が確認できると思いま

す。○○への登り口に位置しており、道も狭く傾斜がある所であり駐車場がないため、今回近

くで土地を探しておられたところ、今回の条件での話がまとまったものです。 

  譲渡人につきましては、これで農業経営を廃止するということになりました。 

  御審議のほどよろしくお願いします。 

  続きまして、１２番も○番の○○が説明いたします。 

  １２番は、農地を売買により取得し貸露天中古車展示場として利用したいというもので、図

面は３３ページに示しております。 

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

未満のため、第２種農地と判断されると考えます。 

  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はないものと思われます。 

  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。 

  ３３ページの申請地の隣にあります、○○と書いてある、ここが申請人の父が経営してる○

○の所でありまして、今回、その隣の申請地に拡大する形で中古車販売の展示場をしたいとい

うことで、この申請人は息子さんでもあり、会社の役員でもあります。そこで今回、会社との

間で賃貸借契約というのを交わされております。 

  譲渡人につきましては、まだ残余の農地があり、集落内で管理されていることを確認してお

ります。 

  以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長 確認報告が終わりました。 

  それでは、４番、５番は併議とさせていただきます。４番、５番について意見等はございま

せんか。 

  どうぞ。 
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○委員 ちょっと聞いたところによると、反対の署名運動をしたり、この地域の住民運動が上が

っていると聞いた。どこやいうことは聞いてないけど、そういうことは聞いてませんか。 

○議長 どうぞ。 

○委員 春日の地域委員会でもその話が出ました。実際、もう既に許可が下りている所での話で

ありました。それにつきまして、地元の自治会で説明をされ、我々としては地元の自治会の同

意の判子がある以上、もうそれは仕方がないかなというふうには思っております。その中で反

対運動が起こったり、もし説明を求めるようなことになりますと、例えば自治会の皆さんで業

者さんと十分話をされるということが本来のことであろうというふうには考えております。 

  今の案件につきましては、反対運動等の話は聞いておりません。 

  ９番の、住民から太陽光発電銀座と呼ばれる辺りが、住民運動かよくわからないですけど、

２、３名の方がそういうふうに言われてるという話は聞いております。 

○議長 よろしいですか。 

○委員 できれば、○○もそうでしたけど、住民運動が持ち上がって余り揉めない方が我々とし

ては余り気を遣わなくていいんですが、ゴタゴタしてるというのを聞くと、何でこんなゴタゴ

タするんかなと。ただ、十分話し合った上で双方合意の上で事業が進められるのが有り難いな

と思うんですが。どうしたもんでしょうかね。今もそういう方々は役所なり地域なりでそうい

う運動をしているということを漏れ聞きますので、十分話し合って下さいということぐらいは、

農業委員会は事業者の方にも言えると思うんですが、そういうことはお願いしたことはあるん

でしょうか。 

○委員 ３０ページの地図を御覧下さい。３０ページの今回申請地の真上に３件ほどの家があり

ます。 

○議長 済みません、今、４番、５番です。それは後からにしていただけませんか。 

○委員 議長、そうなんですが、今回春日町たくさん出たので、しかもこの学校に近い所ですね。 

○委員 もう工事が終わってる所なんです。 

○委員 だから、そういうのですから、ああやって仰ってるんでしたら、関連の議案としてその

近辺でそういうことがあるということを皆さんにも知っておいてもらった方がいいんじゃない

かということで。どこがどうこうということではないんですが、例えば、これ１筆だけあかん

とか言えないので。そういうふうなことで、何とか農業委員会も十分理解をお互いし合った上

で事業を進められるようにお願いしたいというふうに思うんですが、これどうなんでしょうか

って聞いたら、今ちょっと離れた所の案件、後から出てくる案件についても仰った訳ですが、

できたら一緒に聞きたいです。そういう意見が出ているということは。 

○委員 こちらとしては、申請が出てきた段階で自治会が同意していると確認はしているんです

が、こちらからも協定書を作って下さいとかいうことは自治会の方を通じてお願いをしており

ます。そのようなものをお勧めはしておるんですが、それが出てきとるかって言ったら、なか

なかそうでもないところもありまして、それを確実に出して欲しいということで、作っとるか

どうかというところまで突っ込んで聞いておる訳ではないんですが。お調べになっている所で

あれば、住民説明会を開いた、そういう話は聞いてるところでございます。 

  判断材料としては、書類として不備がないということになると、こちらとしては許可相当と

いうことの判断はしておる。春日の地域委員会として。 

○委員 書類に不備がないかどうかだけを審議するということなので、はっきり言って、その近
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辺の人達のこういう生活上の問題点については、我々が審議する内容のものでもないし、我々

は書類が揃っておったらオーケーだということなんですが。もっとそれ以上に生活圏の問題に

関わってきますので、そこまで我々が踏み入って、そんなん問題ないということで、押さえ付

けてしまって、書類揃ってたらもう通すしかないんやということではちょっといかんこともあ

ると思うんで、十分聞いて十分話し合って、それしか言いようがないと思うんですが。例えば、

協定書の内容を見られましたか。 

○委員 当該地区については、協定書というものの提出はありません。 

○委員 だから、できたら協定書なんかも作っておいて、はっきり言うて、どっちか言うたら、

その施設ができて、より過ごしやすい生活になるとは少しは思える。ちょっとは地域の住民も

少しの辛抱は必要やないかと。例えば、眩しいとかよく言われますよね。そういうことなんか

もありますので。それから排水の問題ね。一遍に雨水が出てしまうということもありますので、

そういうこともあって、協定書なんかについても、十分行き届いてるんかどうかということも、

農業委員会としてはチェックする必要があるんじゃないかと。生活圏の問題に対しては、そこ

まで言えへんの違うかということもあるかもしれませんが、しかし、農業委員会としては、地

域の住民が少しでも生活しづらくなるんだったら、そこのとこも十分話し合っていただくとい

う、ちょっと牛のよだれみたいな話を事業者とはせんなんの違うかと思うんですが、どうでし

ょうか。書類揃ってたら、そんなもん通したらいいんやというようなことでやってしまうんか

どうか。私は、農業委員会は地域のことをもう少し考えてあげてもいいんじゃないかと思うん

ですが、どうでしょうか。 

○会長 実は、本日午前中の運営委員会で御意見がございました。太陽光発電について協定書を

結ぶということを農業委員会が義務付けるでもないんやけど、自治会と結んだという書類を添

付してもらう、そういうことができへんのかという御意見がありました。なかなかそれを義務

付けるというのが難しいというふうに思う訳ですけど、そのために皆さん、それぞれの校区の

自治会長会に出席いただきまして、その話をしていただいております。それを農業委員会とし

ては、そうしとるという中で協定書は結ばれへんのかと聞いたけど、それはないという状態で

申請がされとるという、今回はそういうことのようでございます。今までも過去に何回か太陽

光発電についての、農地法関係のトラブルではないんやけど、住環境であったりというような

トラブルがあって、農業委員会もその話に入ったりというようなこともしてきましたけど、今

言われるように、確かに住環境なり何なり、農業とはちょっと離れるけど、農業委員会は関係

ないんやっていう、そんなものではないと思います。そこに住まわれとる人はやっぱり地域の

人であり農業者である可能性も十分にあるし。ということで、各自治会長会に行っていただい

たということで進めてきた訳なんですけど、なかなかこれ以上の対応というのが、余りやり過

ぎると逆に違う法律で何でそこまでというようなことにもなり兼ねない部分もございますので、

ちょっと慎重になってしまうというとこはあるんです。ただ、言われるように知らん顔やとい

うような対応ではなく、今回も聞いていただいとるようですけど、協定書を結ばれないんです

かというような確認をしていただくとかいうような対応はできるんではないかというふうに思

います。また、協定書の内容については、雛形でもないんですけど、こういう形のものはあり

ますよというのは提供することも可能やというふうに聞いておりますので、何かしらそういう

形での取り組みということをお願いできたらなと思います。 

  以上です。 
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○委員 今、会長言われたように、余り厳しくばっかりしても事業者を萎縮させるということは、

事業展開を萎縮させるということもあるかもわかりませんが、私はやっぱり一番大切なのは、

やっぱり地域の住民の生活環境を我々の手で首を締めていくん違うかということが一番心配で

す。せやから、こういうふうな事業というのは、どうしても真綿で首を絞めるようなことにな

るで、一遍にやられるんじゃなくて、徐々に徐々にその地域に住宅が建たなくなるとか、そう

いうことを言うてるんやったら、その地域の発展を妨げることにもなりますし、そういうこと

で真綿で首を絞めるようなことになるん違うかと。そういうふうに地域が発展しにくいことを

作っといて税収が増えへん。例えば、その地域の協議費とか自治会費とか、収める会費が減っ

てくるとかいうことも含めて考えたら、我々はそれに手を貸していくということもちょっと忍

びないんで、今、春日町も言われたように協定書等はちゃんとやられとんかな、もしやられて

へんならやった方がいいですよという、積極的な意見の言い出しは必要じゃないかと思うんで

すが。何も協定書が悪いんじゃなくて、協定書は地域住民の権利を守る上ではどうしても大切

じゃないかと思います。だから、今回もぜひ、この案件は審議するにしても、できたら今回は

保留にして欲しいとは思うんですが、ちゃんと協定書が出来てから出してもろてもいいん違う

かと思うんですけどね。１００パーセントお互いが、これでええな、そやね、そうしましょう

かということでいった方がええんじゃないかと。中に地域の人が反対を言ってるということも

あって、数で押し切るということがあったら悲しいことやなというふうに思いますので。ぜひ、

農業委員会としては協定書を作ってもらうという前提で運動したらどうなんでしょうかね。そ

の方が農業委員会も後々、農業委員会に問題点がぶつけられへんことになるん違うかと思うん

ですね。あの時は農業委員会が何も言わへんだやないかと言われるのも片腹痛い。協定書いう

のはお互いで納得するものでしか協定結べへんので、農業委員会としては、それはもうそれぞ

れの意見の決定にしか、我々が口を挟むことはできへんので。ということだと思いますが。 

○議長 暫時休憩します。 

（休 憩） 

（再 開） 

○議長 再開します。議案第３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

についてですが、番号４番、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４番、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４番、５番は許可相当と意見を付して進達すべきものと

決定いたします。 

  続きまして、番号６番について、意見等はございませんか。 

○委員 先程の説明の中で、市の開発申請許可は１，０００平米以下で必要ないという話やった

ね。登記簿上は１，０００平米を超しとるさかいに、本来ならせなあかんと思うんやけども、

実面積という曖昧な話やったさかいに、そこら辺のとこどうなんかな。市の考え方はわからん

わな、ここでは。それで良いんかなと。 

  それと、もう一つは、すぐ隣接した所も含めたら、完全に１，０００平米超しますけども、

こういった場合なんかでも、例えば後者の方にしっかり責任を負わすと。くっつけてするんや
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ったら、というようなことも考えられへんかなと思うんですけども、事務局どうなんですか。 

○事務局 事務局でございます。 

  まず１点目、御質問いただきました面積の話なんですけれども、今御意見をいただきました

ように、転用面積が１，０００平米を超える場合、太陽光発電設備でも１，０００平米を超え

る場合には開発の承認申請がいるということは決まりとしてある訳なんですけれども、特に開

発関係の手続きでございますので、農地法よりもはるかに精度の高い図面を求めていきます。 

そうした中で、実測値として１，０００平米を超えない場合については、それは必要ないん

ですよと。ただし、こうやって実測の中でこの面積になりましたって報告だけはしとるようで

ございます。 

  ちなみに、今回登記簿上でいきますと、１，１９５平米ということになるんですけども、実

測値としては９３９．１平米であるがために、開発承認申請は必要ないですよということは開

発担当課で確認をとっておるところです。 

  以上でございます。 

○委員 それでしたら、いわゆるそういう場合は実測でいかれるという場合は、今後もそれは適

用されるというふうに思うんですけども。それプラス、例えばこれ隣接地がありますわね。隣

接地もこれ開発されますわね。当然、こうして後者が隣接地で開発したら１，０００平米を超

すということになってきたら、当然これ我々から見たら１，０００平米を超えた開発行為にな

るというふうに理解をしとるんですけども、そこら辺の捉え方。当然そうなった場合、例えば

後からここにくっつけて開発する場合、それは１，０００平米を超してするというふうに理解

をしてもええんやないかと思うんですけども。 

○事務局 これも私達も確認をとったところなんですけれども、今回、４番、５番の案件と６番

の案件、ほぼ一体化した形で太陽光発電設備が設置されるんですが、転用事業者が完全に別人

格であるので、やはり、お隣同士でたまたまお家を建てられたというのと同じ扱いになります

ね。なので、これはもうそれぞれ別案件だということの取り扱いになりますから、これについ

ては、結論、もう１，０００平米を超える太陽光がされるんですけど、それぞれの申請者で見

ると１，０００平米以下になるからということで、それは開発承認申請の対象ではないという

ことがあります。 

  それから２つ目にいただいた、例えばＡという事業者が９００平米で太陽光でも駐車場でも

いいですが開発された。そこから増設する場合、３年以内の場合は開発の対象になる。それ以

上の時間が経過しとる場合については、もう別のものだという考え方で取り扱っていますとい

うことは確認しておるところでございます。 

  以上です。 

○議長 今回の場合は、施工業者が違うという。 

○事務局 はい。別人格です。 

○委員 済みません。ちょっと教えて欲しいんですけども、実測９００何平米、これは測量をし

た面積がそうなんですか。登記簿上の面積ですか。 

○事務局 測量です。登記簿はもうこの議案書掲載の面積なんですけども、実際の事業に入るた

めに実測したところ、９３９．１平米、本当の測量面積でございます。 

○委員 今回そういうことでいかれるんだったら、これからもしあった場合は、実測の測量面積

で全てしていく。この登記簿面積は余り資料としては値打ちがないということですね。 
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測量の結果、面積が違う所がたくさんあると思うんですけども、今回たまたま面積を測量し

たら１，０００平米を超えてないということなんですけど、一方、登記簿面積では１，１５０

平米、そこらの考えはどう判断したらいいのか。 

○事務局 あくまでも、農地法の転用申請の手続きの中で面積として判断するがために必要なの

は登記の面積で、これは県も求めとるところなんです。ただ、委員さん方御存知のように、実

際の面積と登記との齟齬がある可能性があるということは、もうよくよく御存知だと思います。 

なので、毎回現地確認を必ずしていただいて、この現状有姿面積、見たままの面積ってある

んですけど、現状有姿面積の中で、例えばこの家建てるのに大き過ぎへんか、小さ過ぎへんか

ということで判断いただいとる。やはり登記の面積でイメージとして持っていただきながら必

ず現地確認をしていただいておるのはそこなんです。登記より大きかったり、小さかったりと

いうことがありますから。なので、今後も現地確認を行っていただいて、必要最小限の面積で

あるか否かということについては、やはり現状有姿面積ですよね。それもよくよく確認いただ

きながらご判断願えたらなと思います。 

  以上でございます。 

○委員 現地確認の時に、畑とか田の面積と実測の見た感じとが大分かけ離れてることもある。

そういう場合は、どちらを優先したらいいのか。 

○委員 今同じこと聞きたかったんやけども。実際の書類の提出の場合は、普通登記面積で出す

わね。今回の場合は、実測で出されたということなんやけども、普通登記で出すんやったら出

しといて、きちっと手続きされた方が良かったんやないかなと思うんですけどね。その都度そ

の都度変わるようではしょうないしな。 

○事務局 よろしいか。済みません。ただ、本当に、逃げるような言い方になってしまうんです

けど、開発の方のルールの中で受けるか受けないか、やはり開発指導要綱の中に書いてあるこ

とで判断していきますから。それと農地法のルールの中の面積の判断というのがちょっと微妙

に差があるというふうに理解するしかしょうがないのかなと、私達は考えとるんですけど。 

○委員 逃げ道みたいに感じてね。きちっと登記簿上の面積で申請する方が、それを受け付ける

方が良いの違うかなと思って。たまたま測量した結果、こういう１，０００平米を切ったけど

も、そやけど、それがまかり通るようやったら、どっちでいったらええねやということになる

さかいに。登記簿上でいく方が事務局が受け付ける場合にも、いいんじゃないかなと思ってま

すけど。 

○事務局 そうですね。仰るとおり、事務局としましても、実際に窓口で対応させていただくに

当たって、あきらかに面積、やっぱり本当の姿のところで話をさせていただきたいところはあ

るんですけど。ただ、ちょっとこれ現状と合っていない可能性があるから、例えば測量し直し

てから転用申請しなさいということもちょっと求めにくいとこもあって、その分、現地確認で

農業委員さんに余計な負担を強いとるかもしれませんけど、よろしくお願いしたいところなん

です。 

○委員 売買が絡んできとる話なんでね。登記簿面積で売買されてて、申請の場合は実測面積で

申請されると。そんなおかしいことあらへん。やっぱりそこらは一本化する方が良いと思いま

す。 

○会長 一番最初の地元の説明の中で、１，０００平米超えてるけど開発の申請は不要やという

市の判断やということと共に、開発申請は不要であるけど地元の説明会は開催されたというふ
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うに報告をいただいたと思います。農業委員会として何が肝心かなと言うたら、地元説明会、

協定を含めたような地元説明会で地元の、特に近隣の人が心配されるようなことがきっちり説

明されとるかどうか、ここが一番大事なとこやないかなという気はします。それはクリアされ

ているという中で、実測面積でもって開発申請は判断するけど、農業委員会は登記簿面積で判

断するという時に、例えばＦＩＴ法の申請をする時にどっちの面積使うんやとか、ちょっと

後々不具合がありそうな気もするので、その辺のとこちょっと詳しくＦＩＴ法の申請の時には

こういうことになるんやとかいうようなことを担当課に説明していただくいうことはできへん

のやろか。 

○事務局 可能でしょう。 

○会長 ちょっとこの判断を後回しにして、今来てもらって、その説明をしてもらうというのは。

他法令の許可見込みがないものは許可すべきでないとなってますので、ＦＩＴ法の申請の面積、

同じ地番でも違う面積やったら何なんやこれっていう、申請受けた方は当然そうなると思うか

ら、その辺がこういう判断するんですよという説明があったら、ＦＩＴ法の許可が見込める。

ほんなら、これは許可相当としてもええやろうという判断ができるので、ちょっとその説明を

してもらった方が、これの判断をするに当たって正しい判断ができるんやないかなと思うんで

す。 

○事務局 済みません、事務局です。ＦＩＴ法じゃなくて開発ですよね。 

○会長 開発は９３９．１平米で、その面積で太陽光発電しますというＦＩＴ法の申請をする。

当然、開発の方から言うたらそうなってしまう。 

○事務局 事務局です。ＦＩＴ法は登記面積で申請されますわ。統一です。太陽光の方は登記面

積だけで。それ以上の図面は求めてませんね。市の開発指導要綱の分だけ実測です。 

○議長 市の開発指導要綱１，０００平米以上ってありますね。それはもう実測ですか。 

○事務局 そうです。 

○議長 登記簿面積ではないんですか。 

○事務局 はい、実測です。 

○会長 それは何か定めたものがある訳やね。 

○事務局 開発指導要綱の中に書いてます。 

○会長 実測面積１，０００平米以上ということが書いてある訳ですか。 

○事務局 内規なのかはちょっと確認してませんけど、それはもう何回か案件ありましたので。 

○委員 あやふやなこと言わんときっちりしたこと言えや。 

○議長 ６番は、それを聞いてからにしましょう。６番は確認してからということでお願いしま

す。 

  続いて、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、番号８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 意見等がございませんので、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。 

  続きまして、番号９番に行く前に、９４ページ、先程春日地域委員会から説明がありました

ように、報告第５号ですが、ＦＩＴ法の分割禁止に該当するためにという取消事由で、株式会

社○○というのが譲受人でしたが取消願が出されております。御承知おき下さい。 

  これに替わりまして、新たに５条申請が出ております。株式会社○○という会社です。この

件につきまして意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号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。 

  番号１０番について意見等はございませんか。 

○委員 これは１，０００平米を超えてますから、開発は出てますね。 

○議長 そうですね。出てますね。 

○委員 もう出てます。 

○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、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。 

  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） 



 - 27 - 

○議長 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。 

～議案第３号 １番、２番～ 

 

○議長 ３４ページ、第５条の使用貸借権です。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、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１番を○番○○が説明いたします。 

  １番は、譲受人が一般住宅を建設するため、親との間で使用貸借権を設定し転用するもので

す。図面は３５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、かつ農地の集団規模が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、周辺で代替地を探されましたが、適切な土地がなかったため、今回の申請となりまし

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。 

  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。 

（「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、山南町の案件、事務局説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第３号、２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 ２番を、○番○○が説明させていただきます。 

  ２番は、譲受人が露天資材置場とするためのもので、代表者と使用貸借権を設定し転用する

申請です。図面は３６ページに示しているとおりでございます。 

  申請地は、○○や○○が３００メートル以内にあるため、第３種農地となります。周辺で代

替地を探されましたが、適切な土地がなかったため、今回の申請となりました。 

  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はないと確認しています。 

  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４号 １番、２番、３番、４番～ 

 

○議長 続きまして、３７ページ、非農地証明願承認について、事務局説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第４号、１番朗読。 

○議長 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。地図は１１ページに示しています。 

  １０月１６日に現地を確認しましたところ、現地は農業用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。 

  農地でなくなった時期は昭和３０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 意見等がございませんので、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、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、２番、３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 ２番を、議席○番の○○が説明いたします。 

  ２番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は２０ページに示しています。 

  １０月１７日に現地を確認をしたところ、木造平屋建の農作業場と物置が建っており、農地

への復旧は困難であります。 

  農地でなくなった時期は昭和４０年頃からで、地元自治会と近隣農家の証明もあり、平成２

１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。 
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  御審議のほどよろしくお願いします。 

○委員 番号３番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  ３番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は３９ページに示しております。 

  １０月１７日に現地を確認したところ、現地は倉庫と鶏舎になっており、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考えます。 

  また、農地でなくなった時期は昭和５０年頃で、地元自治会と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。 

○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 意見等がございませんので、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。 

  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、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、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４号、４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４番を○番の○○が説明いたします。 

  ４番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は４０ページに示しております。 

  １０月１５日に現地を確認したところ、現地は物置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８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。 

  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４番について意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がございませんので、採決をとります。 

  番号４番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○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。 

 

～議案第５号 １番～ 

 

○議長 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。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 この件について、○番○○が説明します。 

  丹波市長から、住まいるバンクに付随して売買を希望する農地について、別段の面積設定の

依頼があったため、平成２８年１２月２１日付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現地調査を行いました。 

結果、農用地区域外の農地であること、空き家に隣接していること、現在何ら耕作はされて

いないが復旧困難な農地ではないことから、別段の面積を１アールとして設定することに問題

がない農地であ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します。 

 

～議案第６号～ 

 

○議長 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の確認報告をお願いいたします。 

○委員 １番を確認しましたが、全ての農地について効率的に耕作し、農作業に常時従事する等、

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いたします。 

○委員 ２番を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、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 ３番、４番、５番につ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１８条第３号の各号の要件を満たしてい
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ると考えられますので、決定することに特に意見はありません。 

○議長 続きまして、山南地域委員会からの確認報告をお願いします。 

○委員 ６番と７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項の各号の要件を満たしていると考えられますの

で、決定することに特に意見はありません。 

○議長 各地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  農用地利用集積計画の決定について、全て照会のとおり決定することに異議がないと回答す

ることとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、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がないと回答いたします。 

 

～議案第３号 ６番～ 

 

○議長 事務局が戻りましたので、２３ページに戻って下さい。 

  農地法第５条の規定による農地の所有権移転許可申請承認についての６番です。事務局から

の説明をお願いいたします。 

○事務局 失礼いたします。今、係長に開発担当課へ、開発指導要綱の内容、それから運用等に

ついて確認をとらせました。結果、開発の事前協議に関してのみですが、ここでは添付書類と

しては付近見取図、現況図、地籍図、開発区域の求積図というのを必ず付けなさいというのが

前提になっております。結論的には、この事前協議書、いわゆる申請書の中に書き込む面積と

いうのは求積図の面積を書き込みなさいという指導がされております。なので、登記の面積と

いうのも参考までに確認する訳なんですけれども、あくまでも開発の協議については、実測値

に重きを置いて手続きはとっている。いかなる場合もそうだという確認をとったところでござ

います。 

  開発の申請は実測なんだな、農地法、例えばＦＩＴ法なんかの関係については、いわゆる登

記面積で受けるんだな、こういうふうに考えていただいたら一番わかりやすいのかなと思いま

す。 

  以上でございます。 

○議長 今、事務局の説明がございました。 

  これについて意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、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。 
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～報告第１号 農地の一時利用の届出について～ 

～報告第３号 認定電気通信事業者による届出について～ 

 

○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、１番、２番、３番、報告第３号朗読。 

○議長 ３件の一時利用の届出が出ております。各地域委員会から補足することはございません

か。 

○会長 済みません。今日の午前中の運営委員会でちょっと話題にはなったんですけど、番号１

番ですね。５５ページの認定電気通信事業者による届出と併せて農地の一時利用の届出を出し

ていただいております。事務局で、県の担当と話した結果によりますと、こういう場合は認定

電気通信事業者による届出、この５４ページ、５５ページのこの届出の中で、そこへ行くため

の農地の一時利用というのを併せて報告したらそれでよいという指導を受けております。 

今回はこうやって別々の届出ということで出していただいておりますけど、認定電気通信事

業者が設備を新設するという時に、その設置に係る農地の一時利用、この分については届出の

中にこの農地を使いますという部分を併せて報告をいただくと。農地法はそれでよいというこ

とで指導を受けたということでした。こうやって、２つの案件を見ながら説明をさせていただ

くのが一番わかりやすいかなと思います。あくまでも新設に限るというところが大事かなと思

いますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○議長 柏原地域委員会からの補足説明がございました。３件の一時利用の届出が出ております。

併せて報告第３号、認定電気通信事業者の届出についても御承知おき下さい。 

 

～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 ３件の農地の形状変更届が出ております。 

  氷上地域委員会からの補足等はございませんか。 

○委員 特にありませんが、１番ですが、面積が２，０７８平米ということ、それから申請人が

○○にお住まいということで、ちょっと補足説明をさせていただきます。 

  面積が２，０７８平米、かさ上げが１．８５メートル、県の特定事業の対象となりますので、

その申請がされております。それと申請人につきましては、５２ページを御覧いただきました

ら、○○と書いてあるのが形状変更の上の方にあるんですが、その下に○○という家がありま

すが、そこに住居がありまして、ここへ月１回ほど帰ってきて農作業をしたいんだということ

で、本人に面接しましたら言われておりました。地元自治会としては、なかなか管理ができな

いなら、誰かに貸したらどうやっていうようなことを言われておったんですが、本人はここを

整地して、栗とか大豆とか小豆とかを作っていきたいと熱心に語っていました。地元の自治会

とも協議された上でそういう結論になってるというのを理解しましたので、この件につきまし

ては、問題ないと考えております。 
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  ２番、３番につきましては、かさ上げということで問題ないと考えております。 

○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 質問等がないようですので、３件の農地の形状変更届については、御承知おき下さい。 

 

～報告第４号 公共工事の届出について～ 

 

○議長 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 公共工事、非常にたくさん出ております。１３件の公共工事の届出が出ております。た

くさんありますけども、御承知おき下さい。 

 

～報告第５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５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５号、１番朗読。 

○議長 ２件の取消願が出ております。番号２番は先程説明がありました。番号１番については

御承知おき下さい。 

 

～報告第６号 農業経営改善計画の認定について～ 

 

○議長 続きまして、報告第６号から、副会長に議長を代わります。 

○議長 報告第６号、事務局から説明をお願いします。 

○事務局 報告第６号、朗読。 

○議長 今回、６名の認定農業者の申請及び審査が行われましたが、これについて何か御意見、

御質問がありましたらお願いします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ないようですので、この６名を認定農業者として決定したいと思います。 

 

～協議第１号 令和２年度丹波市の農業振興施策に関する意見について～ 

 

○議長 次に、協議事項第１号、令和２年度丹波市の農業振興施策に関する意見について、事務

局説明をお願いします。 

○事務局 協議第１号、朗読。 

○議長 この施策に関する意見書は事前にお配りしておりますので、目を通していただいてると

思います。施策検討委員会から補足説明がありましたらお願いします。 

○委員 農業施策の検討委員会で、何回も集まりまして検討いたしました。それで、昨年の意見

書を基にそれの回答を見ながら、本年度の意見書を検討した訳でございます。何回も訂正した

り、皆様の御意見も入れながら作成しました。それで今度の１０月３１日に市長とお出会いす
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る訳ですが、その時にまた市長には概略の説明をしながら意見書を提出するという予定になっ

ております。 

  先程、○○委員さんからも事務局体制の強化という御意見をいただきましたけど、特に事務

局忙しいと思いますので、これについても今年も言い続けていけたらなと、このように思って

おります。 

  もう修正するということはございませんが、何かございましたらお伺いいたします。 

○議長 皆さんの方から何かありませんか。これでもう最終決定だと思います。もしそれでも何

かあったら。 

○委員 最後に、○○委員からも報告がありましたように、最後に載っている事務局体制の強化

というのもぜひ強くお願いしたい。庁舎回ったら、農林がいっつも遅くまで電気が点いとる。

農林関係。こんなこと異常なんやで。それが当たり前やったらおかしい。普通に働いて普通の

仕事したらええようにしとかんとあかん。これはもう絶対どっかでしわ寄せが来るのに決まっ

とるから。だから、これはもうぜひ市との協議の時でも、やかましく言っていただきたい。よ

ろしくお願いしときます。 

○議長 その意見も反映できるように３１日には市長と話をしたいと思います。 

他にありませんか。 

○委員 事務局体制の強化について、最適化推進委員の活動の充実を図るために、前に三重県の

方へ研修に行った時にも、推進委員に対する協力委員の体制を充実しとるということがありま

す。協力委員を置くことも必要じゃないかなと思って前にも出したんですけど、このことにつ

いて直接関わりがないかもしれませんけど、推進委員、校区に推進委員１人だけだと、自治会

が７つも８つもあるような所のことを、地元の人は推進委員さんが担当すると。農地法に基づ

く申請については農業委員がするということにもなってますし、その一番大事なのは、最適化

を推進するということが国の政府の最重要課題として上げておりますので、その推進委員に対

する活動の充実を高めるためには、協力委員というのか、名前は別にあれなんですけど、推進

委員補助というのか、そういう体制をちゃんと作って推進委員が活動するようなことをしなけ

ればならないんじゃないかと思っております。ただ、それについては費用とかいう関係もあり

ますけど、推進委員さん、農業委員も出席するんですけど、推進委員さんを座長として農会と

か自治会からの農業関係の人を集めて、年に１回とか半年に１回でもかまへんから、そういう

活動をする場所、地域の要望とか状態を知る上での聞き取りとか、そういうことができる体制

にするべきではないかなと思っております。ただ、費用がいるかもしれません。市として費用

弁償を出すように検討する必要があるんじゃないかと思う。半年に１回とか１年に１回やった

ら費用弁償でもしれたもんなんですよ。農業施策を充実をするためには、そういう人の意見と

かそういう協力するのは大事やないかなと思っておりますので、そういうことも市長懇談会で

は、事務局体制の強化ということの中身の１つとして、農業委員会の体制を強化するという意

味を含めて、最適化を最重要課題としている施策の１つとして、そういうことも取り入れてい

ただければどうかなと思うんです。 

○議長 今回ここには記載されてないんですけど、今後の課題として、これから検討していって

もらえたらと思います。 

  今度３１日にはこれを持って市長の所へ行きたいと思います。 

これをもちまして、令和元年度第７回の定例総会を閉会いたします。ちょっと遅くなりまし
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たけど、気を付けてお帰り下さい。 
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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１０月２８日 

 

            議     長                   ○印  

 

 

            議事録署名委員（ ２ 番委員）            ○印  

 

 

            議事録署名委員（ ３ 番委員）            ○印  


