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令和元年度 第８回定例総会議事録 

  

１．日 時  令和元年１１月２５日 午後１時３０分 

２．場 所  春日住民センター大会議室 

３．出席者 

○農業委員会 （２４名） 

 （柏原地域） １番 古倉 一郎  ２番 矢本 規夫 

 （氷上地域） ３番 足立 正典  ４番 田中 保夫  ５番 德田 義信 

        ６番 山本 育男  ７番 山本 定夫  ８番 足立 康裕 

 （青垣地域） ９番 足立 篤夫  10番 足立 俊哉  11番 足立 信昭 

 （春日地域） 12番 秋山佐登子  13番 近藤 眞治  14番 婦木 克則 

        15番 三村 俊一  16番 善積 久行 

 （山南地域） 17番 岸本 好量  18番 田中 耕作  19番 野垣 克已 

        20番 和田 憲治 

 （市島地域） 21番 荒木 嘉信  22番 杉山 重利  23番 須原 芳夫 

24番 橋本 慎司 

 

○欠席委員 （０名） 

   

○事務局 （３名） 

４．議事 

  議案第 １ 号 農地法第３条の規定による許可申請承認について 

  議案第 ２ 号 農地法第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 ５ 号 地籍調査事業における農地の転用事実に関する回答について（別冊） 

  議案第 ６ 号 農用地利用集積計画の決定について（別冊） 

  報告第 １ 号 農地の形状変更届について 

  報告第 ２ 号 農地法施行規則該当転用届について 

  報告第 ３ 号 公共工事の届出について 

  報告第 ４ 号 電気事業者による届出について 

 

５．閉会 

 

１．開会 

 

○議長 令和元年度第８回定例総会を開会いたします。最初に古倉会長より挨拶をお願いいたし

ます。 
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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。 

  それでは、事務局、会議の開催について報告をお願いいたします。 

○事務局 事務局でございます。本日の定例総会、委員２４名全員の出席をいただいております

ので、農業委員会等に関する法律第２７条の規定により、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 それでは、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４番田中保夫委員、議席番号５番德田義信委員、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、１番～ 

～報告第２号 １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、報告第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、柏原地域委員会から、議案第１号の１番と、

報告第２号の１番について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○○が説明させていただきます。 

  番号１番は、自宅前にある農地を購入し、畑として利用したいという申請でございまして、

６ページに図面を付けております。申請地は、以前は柏原にある○○さんが所有されており、

畑として利用されていました。○○さんが亡くなってから、草も生え放棄田のような状態であ

りましたが、この度、譲受人が購入されることにより、野菜畑として利用されるということで

ございます。譲受人は、○○で奥さんの実家の農地を利用権設定により耕作されており、また、

○○市においても実家の長男として耕作されております。 

  地域委員会としましては、農地法第３条第２項の各号の全部利用効率要件、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、この農地の申請に伴いまして、現場を確認しに行きましたところ、２１平米の農業用

倉庫が建っておりました。それは譲渡人である○○さんの亡くなられたお父さんが建てられた

ということで、その始末書を息子さんに書いてもらっております。譲受人は、今後も農業用倉

庫として使用したいということですので、２アール未満の届出もしていただいております。 

  譲渡人の農地はこれでなくなりました。廃農となります。御審議のほどよろしくお願いいた

します。 
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  始末書の内容ですけども、この度、私の所有する柏原町大新屋○○番の土地に許可なく農業

用倉庫を建築しまして御迷惑をおかけしましたこと、誠に申し訳ございません。対象の倉庫は、

亡き父が約２０年前に建築したようで、詳細は聞いておりません。今後はこのような行為を二

度と起こさないよう誓約する証として本書を提出させていただきます。ということでございま

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、番号１番と、５７ページの報告第２号、農地法施行規則該当転用届の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 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。 

  そして、５７ページの１番についても御承知おき下さい。 

  それでは、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１号、２番、３番、４番、５番、６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 ２番につきまして、議席番号○番の○○が御説明をいたします。 

  ２番は、図面７ページになります。御存知の方が多いかと思うんですけど、氷上町○○に○

○の店があります。この横に今回お求めになられた方のお家がある訳ですが、その斜め南側に

今回の農地があります。ということで、２番は農地を売買により取得して、経営規模を拡大し

たいということで、今言いましたように７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。以上です。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 

  ３番について、同じく○番の○○が御説明をいたします。 

  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ことで、８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。 

  この欄を見てもらったらわかるように、最後に農用地区域外と出ております。ですので、田

んぼの面積を全部足しても２，０００平米以内ですのでちょっと足りませんが、そういうこと

で農用地区域やったら３，０００平米ですが、ここ２，０００平米ありますので、今回の求め

られてる方の面積でも十分できるようになっております。地図を見てもらったらわかるんです

が、ほとんど同じ地域に固まっておりますので、問題なく耕作されるんじゃないかと思います。

ちなみに、この譲受人は、耕作面積が０となっているんですが、私共の調査ではもう既に田ん

ぼを○○市の方でもやっておられるそうで、０ではないそうです。事務局の方からそのように

ありました。今回は０で出ておるんで、０で始めても農用地区域外ですので、２，０００平米
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あったら十分に面積は足ります。農作業のことですが、この譲受人は、農機具等はほとんど持

っておられる方に貸してもらうことも含め、大きな農機等については○○からリースをすると

いうことです。以上です。 

○委員 それでは、４番を○番○○が説明いたします。 

４番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、９ページに図面を

示しております。 

  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、譲受人所有の農地の一部が宅地になっておりましたので、令和２年３月までに非農地

証明願を提出するという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 続きまして、５番は農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、図

面は１０ページと１１ページに添付しています。 

  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。譲渡人の農地はこれでなくなります。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 

  続きまして、６番を、○番○○が説明いたします。 

  ６番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、１２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。 

  誓約書がありますのは、譲受人の農地の一部が宅地になっているため、分筆登記が必要であ

り、立ち会い及び測量を要するため日数が必要ということで、分筆後は非農地証明願を出す予

定です。 

  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。 

  続きまして、番号３番についてですが、先程報告がありましたように、この方は○○市なん

ですが、○○市の方で耕作しておられるという報告がございました。この件につきまして、事

務局どうでしょうか。 

○事務局 失礼します。事務局でございます。 

  申請書には○○市の耕作証明書は添付されておりませんので、今回は０ということで議案ど

おりお願いしたいと思います。 
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○委員 当日の事務局の説明では、耕作の経験はあるということで、多分、ヤミ小作やないかと

思われます。良いということではないですが、そういうことで経験があるんじゃないかと思わ

れます。耕作の経験はあるということでした。今も耕作しているということでした。 

○議長 耕作面積はなしということですね。 

○委員 だから０ということで。 

○委員 この方、畑と田んぼを買われたんですね。ずっと水稲をされるんですか。○○市から出

てきて作られるんですね。 

○事務局 事務局でございます。 

  申請書に添付されております計画書におきましては、○○番については野菜、それ以外につ

いては水稲ということで利用計画書は添付されております。以上でございます。 

○議長 他に意見等はございませんか。 

○委員 ここに非農地があるんで非農地も一緒なんですが。 

○議長 それはまた後で、別で審議します。 

質問ですけども、○○市から通われるんですか。ここに拠点としてはないんですか。 

○委員 この下に○○と書いてあるお家があるんやけども、そこを利用してそこを拠点に農業を

されるということを聞いてます。この譲渡人のお家ですけど。そこを拠点にして農業をされま

す。 

○委員 これ空き家じゃないの。住んどってんやね、○○さんの家は。 

○委員 拠点ですから。住む訳じゃない。 

○議長 わかりました。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。 

  続きまして、番号４番について意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がございませんので、採決をとります。 

  番号４番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号４番は許可すべきものと決定いたします。 

  番号５番について意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がございませんので、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、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、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、７番、８番、９番、１０番、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７番を○番の○○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ことで、１３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。 

  続きまして、８番、９番は譲受人が同一ということで、一緒に説明させていただきます。 

  番号８番、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ことで、地図は

１４ページ、１５ページに付けております。 

  地域委員会としましては、農地法第３条第２項の各号の全部効率利用要件、農作業の常時従

事要件、下限面積及び地域調和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 続きまして１０番を○番の○○が説明をいたします。 

  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す。図面は１６ペ

ージに付けております。 

  なお、２３ページを併せて御覧いただきたいんですが、下限面積不足のために第３条の規定

による賃貸借権設定の申請でございます。 

  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と

確認をいたしております。 

  ご審議のほどよろしくお願いいたします。以上です。 

○議長 確認報告が終わりました。 

  それでは、番号７番について意見等はございませんか。 

（「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。 

  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８番は許可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。 

（「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番と、２３ページの賃貸借権設定の番号１番は併議とさせていただきます。これに

ついて意見等はございませんか。 

○委員 機械はあるんですね。 

○委員 機械はね、賃貸借の○○さんという人が全部受けてやるということです。 

○委員 多分、勘違いされてると思いますが、自作主義ですので、最初から何もかもを任せると

いうのは、ちょっと農地法の自作主義には当てはまらないと思いますので、できる部分は自分

でやって、後はお任せするということでよろしいんと違いますか。何もかも最初から全部やっ

てもらうのは、農地法の自作主義には当てはまりませんので。 

○事務局 事務局でございます。 

  補足をさせていただきます。利用計画の中で、○○番、それから賃貸借の○○番につきまし

ては、水稲という作付計画になっております。その内、主要作業の田植え、稲刈りにつきまし

ては、賃貸借の貸出人の方に作業を委託されるということになっております。それ以外は自分

で作業するということです。以上です。 

○議長 よろしいですか。 

○委員 済みません。ちょっと教えてほしいんですか、地目が河川というのが２つありますね。

１，０００平米ほどになるんですけど、これも農地の中にカウントした上での数字になるんで

しょうか。 

○議長 事務局説明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。 

  申請書に官民境界協定の締結に係る書類の写しが添付されておりまして、その図面も添付さ

れております。それによりますと、河川区域といわゆる個人所有の区域というのははっきりし

ている。それから、地域委員会で現場を確認しましたが、農地性があるかどうかということを

見まして、農地性ありということになっております。結論といたしましては、地目が河川、川

ではございますが、農地の面積に算入をしているということでございます。以上でございます。 

○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。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 それでは、番号１０番と、２３ページの賃貸借設定の番号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１０番並びに賃貸借設定の番号１番については、許可す
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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、１１番、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、春日地域委員会からの確認報告をお願いいた

します。 

○委員 １１番、１２番、１３番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  １１番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいということで、地図は１７ペー

ジです。 

  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、譲渡人は今回の申請で農業経営を廃止されます。御審議のほど、よろしくお願いいた

します。 

  １２番です。１２番は、農地を無償譲渡により取得し、経営規模を拡大するというものです。

地図は１８ページに付けております。 

  地域委員会としましては、農地法第３条第２項の各号の全部効率利用要件、農作業の常時従

事要件、下限面積及び地域調和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、譲渡人はもう１枚畑がございますので、農業経営の廃止ではございません。 

  １３番です。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、１

９ページと２０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。譲渡人の農地はまだ少し残っておりますが、適正に管理されております。 

  以上です。 

○委員 １４番を、議席○番の○○が説明いたします。 

  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、２１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、誓約書が添付されておりますのは、譲受人の自宅の奥にある農業用倉庫及び作業場が、

地目が畑になっておりまして、来月、１２月には非農地証明願を提出したいということでござ

います。御審議のほどよろしくお願いします。 

  続いて、１５番も○○が説明いたします。 

  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、２１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。 
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  なお、備考欄にも書いてありますが、申請農地は農用地区域外となっております。 

  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。よろしいか。 

○議長 どうぞ。 

○委員 １１番に誓約書が添付されておりますが、それを説明し忘れておりました。済みません。

譲受人の住宅の一部に畑が入っておりまして、もう既に５０年以上経っているということで、

これについては、非農地証明願を３月までには出しますという誓約書でございます。失礼いた

しました。 

○議長 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、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  続きまして、番号１２番について意見等はございませんか。 

（「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。 

  続きまして、番号１３番について意見等はございませんか。 

○事務局 議長、よろしいですか。 

○議長 どうぞ。 

○事務局 事務局でございます。 

  番号１３番、譲渡人でありますが、こちらは相続未了の農地ということになっております。

法定相続人の相関図等々、必要な書類については、申請書に添付されておりますことを御報告

申し上げます。 

○議長 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 意見等がございません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） 
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○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、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、１６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１６番を、○番○○が説明します。 

  １６番は、住まいるバンクに登録された空き家とセットで売買される農地を取得するもので、

１０月２８日開催の定例総会において、下限面積を１アールとすることを決定した農地です。

図面は２２ページです。 

  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、許可要件を満たしていることを確認してお

ります。 

  なお、譲渡人は他に所有農地がありますが、認定農業者が利用権設定をされて適正に管理さ

れています。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 意見等がございません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。 

 

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

２番～ 

 

○議長 続きまして、２４ページ、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、譲受人が太陽光発電設備を設置するために転用しようとする申請です。図面は２７、

２８ページに示しているとおりです。 

  隣接する宅地部分と一体開発です。宅地の現状は、建物は解体されて更地になっています。 
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  申請地の農地区分は、住宅等が連たんしている地域に近接しており、農地の集団規模が１０

ヘクタール未満であるため第２種農地と考えます。代替地の検討表も添付されています。 

  隣接農地所有者、地元自治会、関係者の同意もあり、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、太陽光パネル１８７枚、４９．５キロワットです。 

  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、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、４番、５番、６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２番を、○番の○○が説明いたします。 

  ２番は、５筆計１，４９１平米。売買により農地を取得し、建売住宅６棟を建築しようとす

るものです。図面は２９ページ、３０ページに付けております。 

  申請地の農地区分は、○○駅から３００メートル以内に位置しているため、第３種農地と判

断されると考えられます。 

  上下水道も通っており、転用することに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、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ものと確認し

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 続きまして、３番から６番まで、申請者が同じのため一括で説明をいたします。 

  ３番から６番を、議席番号○番○○が説明します。 

  ３番から６番は、売買により一般住宅、庭、露天駐車場と進入路として利用するための申請

です。図面は３１ページに示しているとおりです。 

  申請地の農地区分は、農業公共投資等の対象になっていない生産力の低い小集団の農地のた

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。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。 
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  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、３番から６番は併議とさせていただきます。 

  ３番、４番、５番、６番について、意見等はございませんか。 

○委員 済みません。 

○議長 どうぞ。 

○委員 議案書では５筆なんですが、地図では６筆載っておるんですけど。 

○議長 これ１筆は非農地があります。 

○委員 わかりました。非農地がありました。済みません。 

○委員 ちょっとよろしいか。 

○議長 はい。 

○委員 これ非農地はあるんやけど、ここも一緒に開発して宅地にしたら６００平米超えるんや

けど、そんなことはないんやね。 

○委員 そういうことはしません。非農地のままです。ここは買い取りはされません。 

○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３番、４番、５番、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３番、４番、５番、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。 

  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、７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７番を、○番○○が説明いたします。 

  ７番は、売買により農地を取得し、一般住宅を建築するための申請でございます。図面は３

２ページに示しております。 

  申請地の農地区分は、○○から至近距離に存在するため、第３種農地と判断されると考えま

す。 

  また、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。 

  転用面積は必要最小限のものであり、農地法第５条第２項各号には該当せず、いずれも申請

内容に問題がないことを確認いたしております。 

  なお、田んぼの図面を市道の方から見て、右側３分の１が先月の総会で５条申請が出て許可
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された圃場であります。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、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、８番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。それでは、春日地域委員会からの確認報告をお願いいた

します。 

○委員 ８番を、○番の○○が説明いたします。 

  ８番は、売買により農地を取得し、露天駐車場と倉庫として転用するための申請です。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３７２平米であり、露天駐車場としては広いように思われますが、６台の

車を所有されたお宅であり、また、この３３ページの地図ではわかりにくいんですけども、２

００平米と１７０平米ぐらいに２段に分かれた土地が、地図上では１つの形になっております

が、１メートル以上の段差がある１枚の田んぼということになっておりまして、続けて利用は

できないということで、下の部分の１７０平米ほどの所に車２台の駐車場と倉庫を建設すると

いうことで、このお宅は今まで駐車場が一切なく、近所の方の空き地に停めさせてもらってい

たので非常に不便だったということで、今回の申請となっております。 

  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ということを確認し

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８番について意見等はございませんか。 

○委員 ３７２平米ですので、この取得される方は○○ですが、何か商売されてるんですか。 

○委員 いえ、何もされてない。 

○委員 ３７２平米も駐車場と倉庫、ちょっと広いんじゃないんですか。 

○委員 先程説明いたしましたように、使い勝手の悪い農地です。３７２平米が平らな状態であ

りましたら、たくさん車を置けるんですけど、上と下で１メートル以上の段差があって、法面

もそこに引き続いておりますので、実際に有効な面積は狭まるし、そこに倉庫も建てるという

ことですので。この家は、隣の○○さんっていう家とその下の家とが二世帯で住んでおられま

して、６人の方が車を所有しておられます。６台の車を停めたいということです。それから言

うと、広過ぎるということもないかと思われます。 

○委員 今の説明だと、高い所があって、低い所に駐車するということですね。高い所は使わな
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いんですか。 

○委員 いえいえ。高い所に４台置いて、低い所に２台と倉庫を建てるということです。低い所

は、細い道、車１台がやっと通れる道なんですよ。そこを曲がって入らんなんもんで、少しの

余裕がないと駐車場として有効活用はできないということでこの面積となっております。 

○委員 ちょっとようわかりませんな。ちょっと多いよね、絶対。でも、やっぱりもっと大事に

農地を使って欲しいとは思いますね。以上です。 

○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、３４ページ、賃貸借権設定許可申請承認について、事務局説明をお願いいたし

ます。 

○事務局 議案第２号、１番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。それでは、市島地域委員会からの確認報告をお願いいた

します。 

○委員 １番を、○番○○が説明します。 

  １番は、賃貸借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３５ページです。 

  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られます。 

  また、代替地の検討表、資金計画、地元等の同意書が添付されておりまして、転用に伴う被

害防除としては、雨水排水については、既設の排水路に接続する計画です。 

  また、利用権が設定されていましたが、今年の７月２２日に合意解約されております。 

  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、パネル数が３００枚、発電量が７８．０キロワット、１，０００平米を超えますので、

市の開発申請もされているということです。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１番について意見等はございませんか。 

○委員 今、図面を見てみますと、ちょっと斜めに道路がありますが、細長い田んぼ１枚を隔て

てこの申請地が出ておりますが、この申請地へ入っていくのにはどうしたらいいんでしょうか。 

○委員 畦畔がある。実際は畦畔で、その上の方から道が繋がっているので、そこから入るよう

になっとるんですけどね。 

○委員 この細長いのは、畦畔なんですね。 

○委員 確認したら畦畔でした。 

○委員 でも、この図面見たらそうじゃなくて、１筆あるように見えるんですが、事務局間違い

ないですか。これは畦畔で、畦畔の印を入れるのを忘れとったんですか。 

○事務局 済みません。事務局でございます。 
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  只今御指摘がありましたように、道路と今回の申請地の間の細長い部分、これは当該申請地

の畦畔になりますから、図面上もこの畦畔の分も塗り込んでおかないといけなかったんです。

申し訳ございません。ちょっと気が付いてませんでした。 

修正ということで、畦畔部分もちょっと申請地として塗り込んでいただくということで、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

○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、３６ページ、使用貸借権設定許可申請承認について、事務局説明をお願いいた

します。 

○事務局 議案第２号、１番朗読。 

○議長 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、議席番号○番の○○が説明します。 

  申請地は、お父様から息子さんへの使用貸借という形での転用になります。目的は一般住宅、

露天駐車場、庭となっております。図面は３７ページ、３８ページにございます。３８ページ

を御覧下さい。３８ページの南側、居宅、離れとなっておる所が、現在お父様が居住されてお

られる建物になります。 

  申請地の農地区分は、農業公共投資等の対象となっていない生産力の低い小集団の農地のた

め、第２種農地と考えられます。 

  また、転用面積は御覧のとおり一般住宅でありますので、５００平米未満となるように分筆

がされております。 

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

  なお、現地を確認しましたところ、既に一部が造成されていましたので、始末書が添付され

ております。朗読させていただきます。これでいう貸出人、○○様からの始末書になります。

読み上げます。 

  今回、申請の土地は、平成２０年８月２８日、父○○より相続した土地でございますが、住

宅を新築するに当たり、諸申請をするため登記簿を調査、確認いたしましたところ、農地のま

まであることが判明いたしました。今回、申請の土地は、私の父○○が今から４０年以上前、

昭和５０年頃に宅地に隣接する本件土地の埋め立てを行い、その後、宅地の一部として利用し

現在に至っております。当該土地は農地法許可がないまま現在まで利用してまいりましたが、

当時、父が農地法のことに関して精通していなかったため、農地の無断転用の形になり現在に

至っています。このような結果になりましたことは、私の父の不注意で不徳の致すところでご

ざいます。その点につきましては深く反省いたしますとともに、深くお詫び申し上げます。今

後はこのようなことがないように留意し、法を遵守してまいります。許可書が交付されれば早

急に登記の地目変更をすべき手続きをしたいと思います。 
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  以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長 確認報告が終わりました。 

  それでは、番号１番について意見等はございませんか。 

○委員 申請地の右側の○○番というのは、これは農地ですね。 

○委員 はい。今回、分筆されて○○番と○○番に登記されました。 

○委員 これ何か、畑かなんか。 

○委員 はい、そうです。 

○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○○が説明します。 

  ２番は、譲受人が○○のため、露天駐車場と露天資材置場として使用するため、使用貸借権

を設定し転用する申請です。図面は３９ページに付けています。 

  申請地は、○○に隣接しており、第３種農地と判断されると考えられます。 

  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、申請内容

に問題がないことを確認しています。 

  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おりますので、読ませ

ていただきます。 

  始末書。私は、平成２７年頃から○○の運搬、積み替え等の目的で下記の農地を利用し、大

型車輌で搬出入を行いましたが、当該行為が無断転用に当たることを最近知らされ、深く反省

しております。今後は二度とこういうことのないよういたしますので、この度の申請につきま

しては、何卒ご配慮を賜りますようお願い申し上げます。ということです。 

  以上です。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。 

○委員 ここは、いつもこの前を通る度に、ごっついとこ、これ出たかいなと思い出しよったん

やけど、出た覚えないなと思って。大きい面積なので。今回出てきたんでよかったなと思いま

すが、農業委員さんがおる所でこんな大々的なことやられたら、ちょっとなめられとるなとい

うふうに思いましたので、今後は私も含め、皆さんも含めてね、やっぱり地元の農業委員さん

がおる所でやられたら、こんな大きいことやられたら、やっぱり早めに気が付いて、もう３年
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前ですので、やっぱり早めに我々は対処せなあかんということを自分の反省も含めて思いまし

た。じゃないと、おってもおらんでも平気でやられるというのは、ちょっと情けないかなと思

いました。以上です。 

○議長 どうぞ。 

○委員 ○○です。この○○さん、前にも申請が一度あったと思うんですけども、その用地の中

になるんですか。前にも何か○○さんの申請があったような。 

○委員 実を申し上げますと、これ農振除外だったんですわ。農振地やったんで、それで造成す

る時点では、造成の形状変更は出させてます。出させたんですけど、農振地でこれはまずいん

ですけど、そこへ車を出し入れしまして、それで県とすったもんだしたあげくの果てに、この

ような結果で出させていただきました。ちょっと事情がありますので、非常に長い間かかりま

したけど、申し訳ございません。 

○委員 私も含めて、今後こういうことを気を付けなあかんと思いますので、やっぱりやり始め

た時点で、早くしてよって、早く申請してよって頼みに行かな、ちょっと弱い立場やなとは思

いますが、しかし、そういうことに気を付けたいというふうに思います。 

○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。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

（休 憩） 

（再 開） 

 

～議案第３号 １番、２番、３番、４番、５番、６番、７番、８番、９番～ 

 

○議長 再開をいたします。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、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、地目変更のための非農地証明願です。図面は４３ページに示しています。 

  １１月１３日に現地を確認したところ、現地は住宅が建っており、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と見込まれます。 

  また、農地でなくなった時期は昭和５４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

ては承認することに問題ないと考えています。 
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  続いて、番号２番も○○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。図面は４３ページに示しています。 

  １１月１３日に現地を確認したところ、現地は古い倉庫が建っており、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見込まれます。 

  また、農地でなくなった時期は昭和４３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、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 異議がありませんので、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、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、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、３番、４番、５番、６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 それでは、議席番号○番の○○が説明をいたします。 

  ３番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は８ページに付けております。８ページ

の固まりの一番右側の上側、そこが今回の案件です。 

  １１月１２日に現地を確認したところ、現地は駐車場、車庫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５２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ないと考えています。以上です。 

○委員 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４４ページに付けております。 

  １１月１２日に現地を確認したところ、現地は住宅と車庫になっており、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見込まれます。 

  また、農地でなくなった時期は昭和４８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日付非農地証明願の取り扱いについての第４項に該当するため、地域委員会と

しては証明することに問題ないと考えております。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。以上です。 
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○委員 番号５番を、議席番号○番○○が説明します。 

  ５番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は３１ページに示しています。 

  １１月１２日に現地を確認したところ、現地は山林になっており、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見込まれます。 

  また、農地でなくなった時期は昭和３０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。 

  続きまして、６番を、議席番号○番○○が説明します。 

  ６番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は４５ページに示しています。 

  １１月１２日に現地を確認したところ、現地は宅地の一部と庭になっており、農地への復旧

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

  また、農地でなくなった時期は昭和４６年頃からで、地元自治会と隣接者の証明もあり、平

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

としては証明することに問題ないと考えます。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。以上です。 

○議長 確認報告が終わりました。 

  それでは、番号３番について意見等はございませんか。 

（「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、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、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、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。 

  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 意見等がございませんので、採決をとります。 

  番号５番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号５番は証明書を交付すべきものと決定いたします。 

  続きまして、番号６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） 
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○議長 異議がございませんので、番号６番は証明書を交付すべきものと決定いたします。 

  続きまして、春日町の案件を、事務局説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第３号、７番、８番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。それでは、春日地域委員会からの確認報告をお願いいた

します。 

○委員 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４６ページに示しております。 

  １１月１３日に現地を確認したところ、現地は鶏舎跡地となっており、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ないと考えております。 

  なお、地図の南側、鶏舎の下ですね。そこに畑がございますが、これは１筆のものを分筆し

て鶏舎の分だけを非農地証明という形にしておりますので、御審議のほどよろしくお願いいた

します。 

続きまして、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２０ページに示しております。 

  １１月１３日に現地を確認したところ、現地は農業用倉庫と進入路になっており、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見込まれます。  

また、農地でなくなった時期は平成３年頃からで、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ないと考えておりますので、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長 確認報告が終わりました。 

  それでは、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、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号７番は証明書を交付すべきものと決定いたします。 

  番号８番について意見等はございませんか。 

（「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８番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  続きまして、山南町の案件を、事務局説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第３号、９番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。それでは、山南地域委員会からの確認報告をお願いいた

します。 

○委員 ９番を、○番○○が説明いたします。 
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  ９番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は４７ページに付けています。 

  １１月１１日に現地を確認しましたところ、現地は原野となっており、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３０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日付非農地証明願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。 

○委員 これ、現況はどんなんかいうたら、原野と書いてありますが、地図見たら、こんなとこ

に原野があったかな。これはちゃんと区画もはっきりしてますか。 

○委員 あるんですわ。 

○委員 じゃあ、もう木が生えとったり。 

○委員 木が生えとる。御存知かもしれませんけど、この○○さんいうたら、あの辺りでかなり

の土地を所有しておられて。 

○委員 ○○の社長。 

○委員 そうそう。それでもう、絶対に他へは売らないという考えでやっておられるので。 

○委員 工場の中みたいな所で原野みたいな所があるのかなと。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。 

 

～議案第４号 １番～ 

 

○議長 続きまして、議案第４号、農地法第３条第２項第５項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、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 １番を、○番○○が説明させていただきます。 

  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日付空き家に附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り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、現在何ら耕作されて

いないが、復旧困難な農地でないことなどから、別段の面積を１アールと設定することに問題

がない農地であ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。 
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  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、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５号～ 

 

○議長 続きまして、議案第５号、地籍調査事業における農地の転用事実に関する回答について、

事務局説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第５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 １１月１３日に現地確認をしましたが、１番から１８５番まであるんですけども、その

中で７７番の雑種地、これが現地に行きますと、キウイが植わっとったというような状況でし

たので、ここのみ畑ということで確認しております。以上、報告を終わります。 

○議長 確認報告が終わりました。 

○委員 場所は、○○の店の西側です。 

○議長 番号７７番の三角になっとる所ですね。 

○委員 三角になっとる所。そこを通り過ぎると、○○の高架になってますけども、その手前で

す。 

○議長 これにつきまして、意見等はございませんか。 

○委員 キウイフルーツが、なかなか立派なもので、棚があって、ちょっと雑種地とするには無

理がある。どう見ても畑であるだろうというふうに確認をしております。それ以外のものにつ

いては、地図を見ていただいたら大体おわかりいただけると思うんですけど、多くが道路です。

国道であったり、県道、市道、国やら県、町が登記を怠っとったのが、ここに明らかに出てき

よるなという、そういうような印象でございます。たくさんあったんですけど、その中の１つ

だけが農地以外のものにはできないということで確認をしたところです。以上です。 

○議長 番号７７番につきましては、地籍調査後の変更地目が雑種地になっておりますが、これ

は畑に変更という説明です。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。 

  議案第５号、地籍調査事業における農地の転用事実に関する回答について、番号７７番につ

きましては、地籍調査後の変更地目が雑種地になっておりますが、畑に変更とし、７７番以外

につきましては照会のとおり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５号、地籍調査事業における農地の転用事実に関する

回答について、番号７７番につきましては、地籍調査後の変更地目が雑種地になっております

が、畑に変更とし、７７番以外につきましては照会のとおりとして取り扱うことに異議がない
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と回答いたします。 

 

～議案第６号～ 

 

○議長 続きまして、議案第６号、農用地利用集積計画の決定について、事務局説明をお願いい

たします。 

○事務局 議案第６号朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。それでは、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、退席をお願いします。 

（該当委員退席） 

○議長 中間管理事業の利用権設定についても、同時にお願いいたします。 

○委員 柏原地域について、○番○○が報告をいたします。 

  １番から１４番、１２番については中間管理のページ、３２ページですね、そちらに記載が

ございます。 

  １番から１４番、１２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。以上です。 

○議長 確認報告が終わりました。 

  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。 

  議案第６号、柏原地域における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。 

  復席をお願いします。 

（該当委員復席） 

○議長 続きまして、氷上地域委員会からの確認報告ですが、氷上地域におきましても、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、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 氷上地域委員会におきまして、番号１５番から８０番までと、農地中間管理事業の番号

４９番から６０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、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ございません。 

○議長 確認報告が終わりました。 

  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。 

  議案第６号、氷上地域における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） 
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○議長 異議がございませんので、議案第６号、氷上地域における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。 

  復席をお願いします。 

（該当委員復席） 

○議長 続きまして、青垣地域委員会からの確認報告ですが、青垣地域委員会におきましても、

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、確認報告をお願いいたします。 

○委員 ８１番から９２番につきまして、１１月１２日の地域委員会におい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、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ので、決定することに特に意見はございません。以上

でございます。 

○議長 確認報告が終わりました。 

  それでは、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。 

  議案第６号、青垣地域における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、青垣地域における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。 

  復席をお願いします。 

（該当委員復席） 

○議長 続きまして、春日地域委員会からの確認報告ですが、春日地域委員会におきましても、

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、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 ９３番から１４７番について、１１月１３日の地域委員会で確認いたしましたが、全て

の農地について効率的に耕作し、農作業に常時従事する等、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ございません。 

○議長 確認報告が終わりました。 

  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。 

  議案第６号、春日地域における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、春日地域における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。 

  復席をお願いします。 
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（該当委員復席） 

○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 １１月１１日の地域委員会で、１４８番から１７０番まで確認しましたが、全ての農地

について効率的に耕作し、農作業に常時従事する等、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 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 １７１番から１９１番まで確認しましたが、全ての農地について効率的に耕作し、農作

業に常時従事する等、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 確認報告が終わりました。 

  山南、市島地域について、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。 

  議案第６号、山南、市島地域における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、山南、市島地域における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。 

  ３５ページですが、農地中間管理機構における所有権移転がございます。春日地域から確認

報告をお願いいたします。 

○委員 １番、２番とも地域の中で認定農業者、またはそれに準ずる経営をされておられる方で、

今回の案件につきましては妥当だと考えております。 

○議長 確認報告が終わりました。 

  中間管理機構における所有権移転につきまして、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、議案第６号、農用地利用集積計画の決定について、農地中

間管理機構における所有権移転について、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、農地中間

管理機構における所有権移転について、全て照会のとおり決定することに異議がないと回答い

たします。 

 

～報告第１号 農地の形状変更届について～ 

 

○議長 続きまして、報告第１号、農地の形状変更届について、事務局説明をお願いいたします。 

○事務局 報告第１号、朗読。 

○議長 氷上地域委員会から補足することはございませんか。 

○委員 特にありません。この斜線部分だけ、ちょっと低い部分がありまして、白地の分と一体

化して水稲を作るということで、３０センチのかさ上げをすると、そういう申請が上がってお
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ります。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 それでは、報告第１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２号 農地法施行規則該当転用届について～ 

 

○議長 報告第２号、農地法施行規則該当転用届について、事務局説明をお願いいたします。 

○事務局 報告第２号朗読。 

○議長 春日、山南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。 

○委員 ありません。 

○議長 質問等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 では、報告第２号、農地法施行規則該当転用届について、１番は終わりましたが、２番、

３番についても御承知おきください。 

 

～報告第３号 公共工事の届出について～ 

 

○議長 続きまして、報告第３号、公共工事の届出について、事務局説明をお願いいたします。 

○事務局 報告第３号、朗読。 

○議長 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。 

 

～報告第４号 電気事業者による届出について～ 

 

○議長 続きまして、報告第４号、電気事業者による届出について、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件の電気事業者による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８回定例総会を閉会いたします。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１１月２５日 

 

            議     長                   ○印  

 

 

            議事録署名委員（ ４ 番委員）            ○印  

 

 

            議事録署名委員（ ５ 番委員）            ○印  


