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令和元年度 第９回定例総会議事録 

  

１．日 時  令和元年１２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 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 認定電気通信事業者による届出について 

  報告第 ５ 号 公共工事の届出について 

  報告第 ６ 号 農地法第５条の規定による申請の取下願について 

 

 

５．閉会 

 

１．開会 
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○議長 第９回定例総会を開会いたします。最初に、古倉会長から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。 

  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、１２番の秋山委員さんが３０分程度遅刻をさ

れるという連絡をいただいております。委員２４名の内２３名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。 

併せて、議案書の訂正をお願いいたします。お手元の議案書３０ページをお開き下さい。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の番号１番、

２番、３番の案件につきましては、書類不備のため取下げをされております。本日の議案から

削除をお願いいたします。 

もう１点、訂正をお願いいたします。３８ページの図面をご覧下さい。図面の中央に許可申

請場所が示されております。今回、工事用進入路の一時利用も併せてということになっており

ますが、その進入路部分の記載漏れがあります。説明しにくかったので、別紙をお配りしてお

ります。別紙をご覧いただくと、申請地から北側の道路にかけて、実際に進入路があります。

その進入路を書き加えました。図面の差し替えをよろしくお願いいたします。 

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６番山本育男委員、議席番号７番山本定夫委員、両名、よろしくお願いいたします。 

 

４．議事 

 

～議案第１号 １番、２番、３番、４番、５番、６番、７番、８番、９番、１０番、 

１１番、１２番、１３番、１４番、１５番、１６番、１７番、１８番、１９番、

２０番、２１番、２２番～ 

  ～報告第３号 １番、３番～ 

 

○議長 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○○が説明いたします。 

  番号１番は、売買によって農地を取得し、経営規模を拡大したいというもので、図面は７ペ
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ージに付けてあります。 

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

事要件、下限面積及び地域調和要件等に適しており、許可要件の全てを満たしていることを確

認しております。 

  誓約書が付いているんですけども、その件につきましては、譲受人の所有農地の中に、現況

が山林になっている所があるため、１月には非農地証明願を提出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します。 

○委員 続きまして、２番を○番○○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、８ページに地図を

付けております。 

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

件、下限面積及び地域調和要件等に適合しており、許可要件の全てを満たしていることを確認

しています。 

  誓約書が添付されておりますが、譲受人の所有農地の中に、既に山林となっている所がある

ため、指導をしまして、もう既に非農地証明願が届いております。来月の案件ということにな

ります。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長 確認報告が終わりました。 

  それでは、番号１番について意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので採決をとります。 

  番号１番について、許可すること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。 

  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、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、３番、４番、５番、６番、７番、報告第３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 それでは、番号３番を、○番○○が御説明いたします。 

  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、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。 

  御審議よろしくお願いいたします。 
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○議長 ４番に入る前に、３番を先に審議したいと思います。 

  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番ですが、農業委員会等に関する法律第３１条に該当する方がおられま

すので、ここで退席をお願いいたします。 

（該当委員退席） 

○議長 それでは、４番確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号４番を、○番○○が説明いたします。 

  番号４番は、４筆２，６６３平米、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。 

  また、６４ページの報告事項、２アール未満の農業用施設の届出でございますが、今回取得

しようとしている農地に、譲渡人が届出をせずに設置した物置があり、譲受人がその物置をそ

のまま使用するということで、２アール未満の農業用施設の届出が出ております。経過書も付

いております。経過書につきましては、今、報告させていただいたとおりでございます。元々

ここは栗林でございまして、観光農園として経営されておったようでございます。ここの小屋

につきましては、その休憩所ということになっておりましたが、今後は農機具等を置いて作業

を常時するような形で利用されるということで、２アール未満の届出が経過書付で出ておりま

す。以上です。 

○議長 確認報告が終わりました。 

  それでは、番号４番について意見等はございませんか。また、６４ページの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、６４ページの報告第３号、農地法施行規則該当転用届の１番については、御承

知おき下さい。 

  では、復席をお願いいたします。 

（該当委員復席） 

○議長 それでは、５番、６番、７番を続けて確認報告をお願いいたします。 

○委員 ５番、６番、７番を、○番○○が説明いたします。 

  ５番と６番、譲受人が交互になっておりますので、まとめて説明してよろしいですか。 
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○議長 関連性があるなら。 

○委員 関連性あります。５番、６番をまとめて説明させていただきます。 

  議案番号５番、６番は、交換ということで、売り主、買い主が交互に土地を交換ということ

です。地図の方は１１ページに示しております。 

  どちらも地元では積極的に営農されておる方々で、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。 

  続いて、７番を御説明いたします。７番は、経営規模を拡大したいというもので、売買によ

り取得されます。地図は１２ページに示しております。 

  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、譲渡人は、今回の売却をもって農業経営を廃止されます。以上です。 

○議長 確認報告が終わりました。 

  それでは、番号５番について意見等はございませんか。 

○委員 ５番の譲受人、６番の譲渡人なんですが、以前、売買をされた氷上町の案件があったと

思いますが、地域調和要件が今一つというような報告を受けておったのですが、その後改善の

結果について、再度確認をさせていただきたいということと、５番と６番、交換みたいな形に

なっとるんですが、こうしなければならない理由というのがあったのか、たまたまこうなった

のか、どっちなんですか。 

○委員 まず５番の譲受人の方ですけど、近隣にもこの株式会社の看板が立っておりまして、近

隣を見渡したりしても、季節がこの季節でありますけれども、管理は行き届いているという形

で地域委員会としては判断しております。 

  あと、この周辺に譲渡人と譲受人両名が農地を所有しておりまして、代理人から聞いた感じ

では、経営の効率化と言いますか、隣接している土地がそれぞれありまして、この後形状変更

等が出てくるかどうかわかりませんけれども、隣接しているということで、経営の効率化とい

うことでお話を伺っております。以上です。 

○議長 よろしいですか。 

○委員 はい。 

○議長 その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、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） 
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○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。 

  続きまして、青垣町の案件を、事務局説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第１号、８番、９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 それでは、８番、９番を○番の○○が説明をいたします。 

  ８番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、図面は１３ページ

に付けております。 

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

時従事要件、下限面積及び地域調和要件等に適合しており、許可要件の全てを満たしているこ

とを確認しております。 

  なお、この譲渡人は農業経営を廃止ということで、農地はこれでなくなります。 

  なお、この３条の申請に当たり、非農地が２筆ありまして、農地でない所があります。指導

をいたしまして、今月非農地を出してもらっております。非農地の確認をしていただきたいと

思いますが、非農地証明の３番に上がっておりますので、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、９番を○番の○○が説明をさせていただきます。 

  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、図面は１３ページ

に付けております。 

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

時従事要件、下限面積及び地域調和要件等に適合しており、許可要件の全てを満たしているこ

とを確認しております。 

  よろしく審議のほどお願いいたします。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、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。 

  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） 
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○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、１０番、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 １０番を議席○番の○○が説明いたします。 

  １０番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、１４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。 

  この譲受人は、この周辺にも以前畑を購入されて栗を植えております。また、譲渡人につき

ましても、もう少し農地がありまして、引き続き耕作されております。きっちり管理はされて

おります。御審議のほどよろしくお願いいたします。以上です。 

○委員 続きまして、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、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。 

  なお、譲渡人につきましては、これで農地がなくなるため、農業経営は廃止されます。 

  また、譲受人については、この地域の中心的な経営体でありまして、以前からこの農地に栗

とか柿を植えて利用されておるところでございます。 

  なお、誓約書につきましては、譲受人の農作業小屋の一部が農地のままということで、非農

地証明願を出していただけるように指導したものでございます。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員 １２番を、議席○番の○○が説明します。 

  １２番は、無償譲渡により取得し、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。 

  御審議のほどよろしくお願いします。 

○委員 続きまして、１３番を○番○○が説明いたします。 

  １３番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、１７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、譲渡人につきましては、あと１筆だけ農地が残っておりまして、それにつきましては、
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利用権を設定して適切に管理をされていることを確認しております。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 

  続きまして、１４番も○番○○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、１８ページに地

図を付けております。 

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

件、下限面積及び地域調和要件等に適合しており、許可要件の全てを満たしていることを確認

しております。 

  なお、譲渡人の残りの農地が１筆だけで、この譲受人の近くにありまして、それも便宜上、

この譲受人が耕作しておるようでございます。譲渡人につきましては、今回で農業経営からは

身を引くという形になります。 

  なお、譲受人につきましては、町外から入ってこられるということで、地元の農会、または

自治会、水利組合等に説明が既に終わられて、その旨についても確認をしております。 

  御審議のほどよろしくお願いします。 

○委員 番号１５番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  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、１９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。 

  なお、誓約書が付いておりますのは、隣の土地の非農地証明を来月提出するというものです。

ご審議のほどよろしくお願いします。 

○議長 確認報告が終わりました。 

  それでは、番号１０番について意見等はございませんか。 

○委員 拠点ということが聞こえなかったので、○○の方ですよね。拠点はこっちの方にあるの

かな。 

○委員 この方は、今言いましたように、地図の川の両サイドにも、以前農業委員会の許可を得

て取得されています。今、実際栗を植えてます。○○の前に販売所が増えるということで、今

道路工事で通れないんですが、そこも買われてまして、大々的にやっておられます。 

○委員 拠点という言葉が聞こえなかったんですが。 

○委員 拠点があって、小屋も建てられて、こっちに来てやっておられます。 

○委員 田んぼがあるということは聞こえたんですが、拠点がどこにあるかが聞こえなかったも

んですから、ちょっと確認しました。田んぼがあっても、これが拠点じゃないですからね。 

○委員 こっち来て、先々週も来てやっておられました。栗については。 

○議長 よろしいですか。 

○委員 聞こえへん。建物はあるんですね、拠点とする。 

○委員 ○○に家を借りられて。 

○委員 そうなんですか。わかりました。拠点があるかないかが一番大事なんでね。わかりまし

た。以上です。 

○議長 その他に意見等はありませんか。 
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（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１０番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  続きまして、番号１１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。 

○委員 先程説明してもらった時に、残地のことがなかったように思ったんですが。 

○委員 それは報告しておりませんが、まだ残地がありまして、利用権設定をして他の方が耕作

しております。 

○議長 よろしいか。 

○委員 はい。 

○議長 その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。 

（「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。 

  続きまして、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 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１５番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「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１５番は許可すべきものと決定いたします。 

  次に山南町の案件を、事務局説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第１号、１６番、１７番、１８番、１９番、報告第３号、３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番から１９番を、○番○○が説明させていただきます。 

  １６番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、地図は２０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。 

  誓約書が添付されておりますので読み上げます。令和元年１２月５日付農地法第３条の申請

に当たり、確認した未申請の農地について、次のとおり農地法を守り、早急に是正し申請手続

きを履行することを誓約いたします。また、周辺土地の農業上の利用の確保及び関係人の利益

を考慮して必要のある場合は、違反を是正するため必要な措置をとられても異議ありません。 

土地の場所は、金屋○○番、現況は倉庫が建っているということです。３０年以上前から農

業用倉庫を建てていたということです。それで、２アール未満の届出をしていただくように指

導しております。 

  １７番は、農地を売買により取得し、新規就農をしたいということで、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。 

  譲渡人はこれで農地はなくなります。１２月１１日の地域委員会に、譲受人に来ていただき

まして、農業をされる意志があるのかとか、地域との調和に関することとか色々質問したり、

お願いしたりすることをしまして、力一杯いっぱいやりますということを宣言いただきました。 

  １８番は農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、２２ページに地図

を付けております。 

  地域委員会としては、農地法第３条第２項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、２アールの畑が１筆残っておりまして、親戚の方が管理をしているという

ことです。 

  １９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、

１１月２５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。 

  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。 

  新規になりますので、農機具は、譲渡人の物を購入して使用されるそうです。 

  それと、１７番の新規就農の方も、譲渡人のトラクター等を使用されるそうです。 



 - 11 - 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長 ○○委員、１７番は、６４ページの報告事項、農地法施行規則該当転用届についての３

番も同時に説明をお願いします。 

○委員 今回の申請農地に、稲木小屋がありまして、譲受人が引き続き利用するということで、

２アール未満の届出をしていただきました。始末書が譲渡人から出ております。読ませていた

だきます。下記の土地上の建築物については、約３０年前から現況の状態にあり、私が農業用

施設として利用してきたもので、この度当該地を譲渡するに当たり、譲受人から２アール未満

届出を提出していただきました。本来ならば、施設の設置前にしかるべき届出をなすべきとこ

ろを大変遅滞してしまい、申し訳ありません。当該施設については、譲受人が今後も現状のま

まの利用を考えており、御受理いただいた際には法令遵守に努め、農業経営に勤しみ、従来通

り稲木保管庫として有効に活用される計画ですので、この度の届出に関しまして、何卒御配慮

いただけますようお願い申し上げます。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。 

  続きまして、番号１７番について意見等はございませんか。 

○委員 同じことですけど、拠点みたいなものがあるんですか。 

○委員 ２１ページの地図の申請地の北側に○○と書いた家があります。この家も購入されてい

ます。 

○議長 よろしいですか。 

○委員 はい。 

○議長 その他に意見等はありませんか。 

○委員 済みません。１６番ですけど、山南町の農地を○○の方が買われて農業経営をされると

いうことなんですが、この２０ページの図面を見ますと、５条の申請がありますので、ここを

買われるのかどうなのかなと思うんですけども、譲受人の方には３，４２９平米の耕作農地が

ありまして、今度また山南でということで、３，４２９平米の農地については、山南にあるの

か○○にあるのかちょっとその辺わからないですけども、両方で農業されるということですか。 

○委員 実は、お父さんの土地でして、息子がこれを購入します。今、○○に住んでおります。 

○委員 耕作面積の３，４２９平米は山南町の農地ということですか。 

○委員 はい。 

○委員 わかりました。 

○議長 よろしいですか。 

○委員 はい。 

○議長 戻りまして、番号１７番について、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。 
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  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。 

  これに関連しまして、６４ページ、報告第３号、農地法施行規則該当転用届について、番号

３番についても御承知おき下さい。 

  続きまして、番号１８番について意見等はございませんか。 

○委員 確かこの譲渡人さんは、田んぼはあったけど、これは親戚の方が作っているという話で

したが、これは利用権を設定しているんですか。 

○委員 しておらないと思いますので、していただくように指導をします。 

○委員 お願いします。 

○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１８番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

続いて、番号１９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１９番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１９番は許可すべきものと決定いたします。 

  続きまして、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、２０番、２１番、２２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２０番を、○番○○が説明します。 

  ２０番の申請人は譲渡人と親戚関係にあります。譲受人は譲渡人が体調不良のため、当該農

地を無償で譲り受け、経営規模を拡大したいというもので、２４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、権利移転についての誓約書、事業に係る計画書、地元土地改良区の同意書が添付され

ております。 

  なお、譲受人は○歳の高齢でありますが、４０年程の農業経験がございまして、同居の息子

さん○歳が後継者として補助耕作をされております。 

  なお、譲渡人は残地が６反程ありますが、利用権設定の他、自己保全管理をされております。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員 続きまして、番号２１番、２２番を○番○○が説明いたします。 
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  ２１番と２２番は、土地を交換し、経営効率を上げたいというもので２５ページに地図があ

ります。 

  この地域は、丹波の大水害で○○川から水が流れて、現在この土地自体は修繕中であります。 

ほぼ完了しておりますので、これを機に土地の所有権を交換して効率良く農業をやりたいと

いうことです。この農地に沿った道路の前に○○という名前がありますけど、ここには大きい

道路がありまして、この道路から細い道を通って川に行く訳なんですが、以前は、この細い道

に沿って川の方から○○氏、真ん中に○○氏、それから手前が○○氏というふうになっていて、

この狭い土地からトラクター等が通るのが大変困難なので、隣同士で土地を交換することによ

って、この○○氏の前にあります大きな道路に沿って、お互いの土地を所有するようにしよう

というようなことで、斜線の部分の所が交換されまして、最終的には、今までは横に所有して

いたものが縦になるということであります。 

  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２０番について意見等はございませんか。 

○委員 無償でということを聞いたんですが、耕作は何を耕作されるのか。何か、５年間の耕作

計画上がってるんですか。 

○委員 小豆が計画に書いてあります。 

○委員 駐車場やなしに小豆。 

○委員 過去はそういうことをされていましたが、駐車場が終わりましたら、小豆は７月ですの

で、十分間に合うんじゃないかと。 

○委員 そうですか。 

○議長 他に意見等はありませんか。 

○委員 今、○○委員が言われたのと同じことですけど、多分駐車場やと思うので、これちゃん

と言われてされた方がいいんじゃないですか。 

○委員 将来のことについては、これ恐らく○○の周辺を何とかしたいなという計画はあるよう

に感じてはおります。今の時点ではそういうことではございませんので。○○は４月から５月

ですので、十分７月の小豆には間に合うんじゃないかなと思っております。 

○委員 その時は一時利用として出される訳やね。 

○委員 出されると思います。 

○委員 それだけ出たらね。 

○委員 あとは、十分こういう話があったということを、当事者に話をしまして、善処してもら

うようにします。 

○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２０番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長 異議がございませんので、番号２０番は許可すべきものと決定いたします。 

  番号２１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２１番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号２１番は許可すべきものと決定いたします。 

○委員 この３条に関してなんですが、確かに７０歳でもよぼよぼの人もあれば、８０歳でも元

気な人もあるし、しかし９０歳を超えると、さすがに私は面接をされたらいかがかなと思うん

ですが。でないと、はっきり言って、９１歳がよかったら９５歳、９５歳がよかったら１００

歳でもええんやとなってしまうんで。 

○議長 今、説明ありましたように、息子さんが後継者でおられるので。 

○委員 それやったらちゃんと書いてもらわんと。○歳の人に３条の許可を出そうとしてるんで

すから、我々は。だから、そういうことなんですよ。おるから言うて、この人の名前でずっと

次から次から買っていっても、生きとる間になんぼでも買えるからね。 

○議長 それでいいんです。 

○委員 布団の中で寝とっても買えるさかいね。 

○議長 それでいいんです。他におれば。 

○委員 私、確認に行きましたら、ちょうどおられましたけど、私よりしっかりした人でした。 

○委員 いや、でもね、歩くだけではね。 

○議長 親子であれば、おられたら共同面積になるので、別に○歳の方でも構いません。 

○委員 共同提出になってましたか、これ。 

○議長 それは、全ての分で今までどおりの考えと一緒です。 

○委員 共同提出ということで捉えたらいいんですね、我々は。なんぼ１００歳の人で出とって

も。 

○議長 共同ではありませんよ。 

○委員 今、共同提出言うたやん。 

○事務局 済みません。事務局です。いつも農地法の３条の申請をいただいた時には、申請書の

２枚目、３枚目に家族内労働力の欄があって、申請者の方が何歳で何日従事する、奥さんが何

日従事する、息子さんが何日従事するということで、あくまでもその個人じゃなくて農家とし

てその農地を買うんだ、経営するんだということで判断をしていただいております。なので、

例えば極端な話、１２０歳の高齢の方が購入するんだけれども、申請の内容を見ると６０代の

息子さん、３０代のお孫さん、全員で労働力があるということであれば、この家には農業労働

力がある、だから、その分は条件をクリアできるんだということで判断をいただいております。 

今後もその形でお願いしたいと思います。 

○委員 では、その家族の方が引っ越したりすることを農業委員会はチェックする体制があるん

ですね。あなたが言うんだったら。家族欄のとこみんな名前載っとると言うんやったら、その

家族は全員いつでもチェックできとるんですね。家族労働力として。 

○事務局 事務局です。あくまでも農地転用、それから所有権移転の許可申請時、この時点の状

況で判断をいたしております。また、委員さんにも判断をしていただいておると。極端に言い
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ますと、引っ越しとかいうことを考えていきましたら、３０代の方がたった１人で、私が買い

ますと言っても、明日引っ越す可能性がないとは言い切れませんので、あくまでも申請時点で

どこに住民票があるのか、どこに生活の拠点を置かれるのか、これを十分御確認いただきなが

ら、それぞれ御判断をいただきたいと、このように思います。以上です。 

○議長 よろしいですか。 

○委員 どう考えても○歳の人が農業を全部責任持ってやるとは考えられへん。ほんなら、家族

があったらええということなんですね。 

○議長 そうです。 

○委員 でも、我々は知る由もないんです。一般的に見ると。これがいいかどうかいうことを評

価する場合は。説明の中で、こういう人とこういう人がおると言われたら、それは納得ができ

る。どれだけ家族労働力があるか、評価できません。このままでは。 

○事務局 事務局です。いつもこの総会の場において、担当の委員さんが農地法第３条第２項の

各号の要件ということを報告いただいております。ということは、この家の労働力は確保でき

ているんだ、それから営農計画はしっかりしているんだ、それから色々な機械や道具もちゃん

と確認していますよということが、結局、農地法第３条第２項の各号にという言葉になってお

るんです。なので、担当の委員さん、それから総会に御提出された時には、その地域の委員さ

ん方はそれを全部確認されとるはずなんですよ。されとるからその説明があるので、それをち

ょっと、できればこの去年の７月に、私、農地法の説明会もさせていただきました。ここを確

認していただいとるから、この説明をされるんですよということを言っておりますので、ちょ

っとそれを思い返していただきながら議論をしていただけたら嬉しいなと思います。以上です。 

○委員 今ので理解しました。前段で我々ずっと文書で書いとるから。では、それに関しての質

問はないんですね。私１回ありましたよね。私が各号についていうことを言いましたら、ある

委員さんから、それについてどうなんやって言われた。そんなことちゃんと確認したと言うと

っても質問されましたからね。だから、やっぱりわからへんことあったら聞いてもいいと思う

んですよ。そういうことならわかりました。委員会としては○歳の人であろうと１００歳の人

であろうと、年齢は問わへんということでいいんですね。事務局長。 

○事務局 事務局でございます。あくまでも、その方が一人世帯となった場合には、当然二親等

以内の方が近所におられるかどうかの調査はしておりますけど、大前提は申請書の内容、要す

るに個人じゃないんですね。農家として経営力があるか否か、これを見ていただきますから。 

それぞれの地域委員会の、特に担当の委員さんにおいては労働力、それから機械装備等なん

かについては、よくよく御確認をいただきたいと、よろしくお願いします。 

○会長 今、説明があったとおりなんですけど、言われるように高齢の方ということになったら、

言われるような心配は当然あろうかと思います。今回のこの件については、地元の委員さんの

説明の中で同居の長男が一緒に農業をしとるという説明をいただきました。やっぱり心配にな

るような年齢の方の申請の時には、本当にこの人、この家、この農地を守っていけるんかとい

うことで、今回のように地元の方、○○さんのようにそこらあたりを確認をいただきたいなと

いうふうに思います。その確認していただいたことを今回のように地元の報告のところでいた

だけたらいいのではないかというふうに考えます。よろしくお願いします。 

○議長 次、番号２２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 意見等がございませんので、採決をとります。 

  番号２２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２２番は許可すべきものと決定いたします。 

○委員 ○番○○です。審議の内容ではないんですけど、事務局にお伺いしたいんですけど、添

付書類の住民票、あれは農地法上、法定の添付書類になっとるんですか。譲受人の。 

 ちょっともう一回確認で。何回も出る人が申請の度に住民票を出すというのもどうかな。例

えば今回、○○の方でもずっと○○に住所を移さずに農家台帳にも面積載っとるし、まあやっ

とってやないうことがわかるので、初めての農地取得やないってわかる。もう一回、もしよけ

れば住民票の意味をちょっと教えていただければなと思うんですけど。 

○事務局 大前提、農地転用申請の場合の添付書類というのは、農地法上は法定の添付書類等が

あるんですけれども、実は住民票なんかにつきましては、それから例えば資金証明なんかにつ

いてもなんですけど、法定の分ではないです。農地法上法定のものじゃないんです。ただ、裏

返して言うと、１億円のお家を建てるのに１億円の資金を準備してます。要するに実行力があ

るかないかを見ておる。また、住民票については、あなたは法務局で所有権移転をしてもいい

ですよっていう許可書を出させていただく訳ですから、例えば、住所が間違っている、それか

ら名前の漢字が間違っている。申請者が間違えることもあります。合っているということを確

認させていただいておるということ。特に３条の場合であれば、明らかにこの申請地のすぐ近

くの地番、いわゆる３キロメートル以内程度ということが判断基準になっとるんですけども、

その辺りに必ず拠点がある、生活拠点があるんだということを確認をするために、いわゆる申

請内容を補完する形としていただいております。また、許可書発行後の色々なトラブルを防ぐ

ため、この２つのことを踏まえていただいておる。なので、当然、所有権移転の手続きをされ

る際には、法務局に住民票を提出する必要がございますから、原本還付して欲しいことを仰れ

ば、原本を事務局で確認させていただいた後に、お返しをさせていただいて、過度に経済的な

負担はかけないようにということは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 わかりました。ありがとうございました。 

 

～議案第２号 １番～ 

 

○議長 次に、議案第２号、農地法第４条の規定による許可申請承認について、事務局説明をお

願いいたします。 

○事務局 議案第２号、１番朗読。 

○議長 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○○が説明します。 

  １番は、駐車場として利用するための申請です。地図は２８ページに付けてあります。申請

地の農地区分は、○○駅から３００メートル以内に存在するため、第３種農地と判断されます。

隣接所有者、地元自治会等の同意も得られ、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１４１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、いずれ

も申請内容に問題はないと判断しています。 
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  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。 

○委員 この申請者は○○の人、申請が出ておるのは山南町の土地ですが、この地図の中にこの

人の家はありますか。 

○委員 この方の御主人の母の名義で、名義変更がまだされてなく、ご主人も亡くなられてまし

て、最近、この人の名義になっとるんやないかと。 

○事務局 事務局でございます。本事業に関連する宅地でありますが、２８ページの地図を見て

いただきますと、申請地の西側に４軒家がありまして、その一番西側、４軒目の家、こちらが

今回の事業者の配偶者の実家ということでございます。以上です。 

○委員 名義変更はされてませんか。 

○事務局 ちょっとそこまで確認はできていません。 

○委員 この御主人が亡くなっております。施設を作られて、その駐車場として。 

○委員 施設。 

○委員 施設というか、認知症の方の。 

○委員 そういう名前のものは、この地図にはない。 

○議長 事務局説明して。 

○事務局 事務局でございます。今回の事業者につきましては、○○というサークルですね。も

っと具体的に申し上げますと、○○の会ということで活動されております。 

○委員 何の親子。 

○事務局 ○○のサークル活動をされているということでございます。勉強会とかレクリエーシ

ョンをこちらの方の空き家になっている所でしたいということで、それを開催するに当たって

駐車場を確保したいということで、今回の申請に至っているということでございます。以上で

す。 

○議長 その他に意見等はございませんか。 

○委員 この申請者の関係の家は、この近くにあるんですか。 

○委員 一番左側が御主人の実家。そこを利用する。 

○委員 ここを借りて、車を停めといてということですね。わかりました。 

○議長 その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。 

  ここで暫時休憩とします。 

（休 憩） 

（再 開） 

 

～議案第３号 ４番、５番、６番、７番、８番、９番、１０番、１１番、１２番、 
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１番、１番、２番～ 

～報告第１号 ３番～ 

 

○議長 時間が来ましたので再開します。 

議案第３号、農地法第５条の規定による許可申請承認についてを議題といたします。事務局

説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第３号、４番朗読。 

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

します。 

○委員 番号４番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号４番は、賃貸住宅と駐車場を建築するための申請でございます。図面は３４ページに記

載してあります。 

  申請地の農地区分は、５００メートル以内に○○、○○等もあり、上下水道も通っています。

また、街区の面積に占める宅地の面積の割合が４０パーセントを超える６１．２パーセントで

あるため第３種農地と判断してもいいと考えます。 

  隣接所有者、地元自治会等の同意も得られ、周辺農地の営農への支障はないものと思われま

す。 

  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。 

○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。 

（「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、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。 

  次に、春日町の案件を、事務局説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第３号、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。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 それでは、５番、６番、７番を○番○○が説明いたします。 

  ５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３５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区域に近接し、農地の集団規模が１０ヘクタール

未満のため、第２種農地と判断されます。 

  周辺での代替地の検討書、また資金計画書、自治会長等の同意書が添付されております。 

  雨水対策につきましては、自然浸透を基本とし、それを超える場合は自然勾配により既設の

排水路へ流す計画です。進入路につきましては、○○川の堤防沿いから入ってくると。日頃の
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メンテナンスの時もこれを通って入ります。 

  ６番につきましても、申請地の農地区分は、住宅等が連たんする区域に近接し、農地の集団

規模が１０ヘクタール未満のため、第２種農地と判断されます。 

  周辺での代替地の検討書、また資金計画書、自治会長等の同意書が添付されております。 

  雨水対策につきましては、自然浸透を基本とし、それを超える場合は自然勾配により既設の

排水路へ流す計画です。こちらについても同じ所から入ります。 

  ７番につきましても、申請地の農地区分は、住宅等が連たんする区域に近接し、農地の集団

規模が１０ヘクタール未満のため、第２種農地と判断されます。 

  周辺での代替地の検討書、また資金計画書、自治会長等の同意書が添付されております。 

  雨水対策につきましては、自然浸透を基本とし、それを超える場合は自然勾配により既設の

排水路へ流す計画です。 

  なお、この土地は、○○が横に通っておりますので、○○と自治会長の立ち会いにより境界

確認が行われております。 

  地域委員会といたしましては、５番、６番、７番につきましては、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。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。以上です。 

○委員 ８番を、○番の○○が説明いたします。 

  ８番は親子間で贈与をして、一般住宅を建築するための申請です。図面は３６ページにあり

ます。 

  申請地の農地区分は、住宅等が連たんする区域に近接し、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、地元自治会等の同意も添付されております。転用に伴う周辺農

地の営農への支障はないものと思われます。 

  農地法第５条第２項各号には該当せず、農振地外にあり、いずれも申請内容に問題はないと

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。 

  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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  続きまして、番号７番について意見等はございませんか。 

○委員 遡って申し訳ないんですけど、５番の○○番と、次のこの７番の○○番、これ業者が違

うんですけども、メンテナンスなんかの進入につきましては、了解は取れているんでしょうか。 

○委員 これは施工業者が同じですので、一つ終わったら、そこを通って次に入りたいと。 

○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。 

  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 意見等がありませんので、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、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、１０番、１１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、１０番、１１番を、○番○○が説明させていただきます。 

  ９番は、譲受人が農家住宅を新築するためのもので、図面は２０ページに記載しているとお

りです。 

  申請地の農地区分は、住宅面積が４０パーセント以上の地域ですので、第３種農地となりま

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

内容に問題ないことを確認しております。 

  １０番、１１番は、露天資材置場と現場事務所として転用するための申請です。図面は３７

ページに付けています。申請地の農地区分は、○○駅から３００メートル以内に存在するため、

第３種農地と判断されると考えます。 

  資金計画、地元自治会等の同意も得られており、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項各号には該当せず、いずれも申請内容に問題はない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、１１番は併議といたします。番号１０番、１１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１０番、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１０番、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、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３号、１２番、報告第１号、３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 議案番号１２番を、○番○○が説明します。 

  １２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。地図は差し替えの３８ペ

ージでございます。 

  申請地の農地区分は、○○駅から３００メートル以内に存在するため、第３種農地と判断さ

れると考えます。 

  また、資金計画書、自治会等の転用同意書が添付され、雨水排水については南側にある既設

の排水路に接続する計画です。 

  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、進入路につきましては、道側に一時利用の届出を提出し搬入路としています。 

  管理道は、申請地の右上の畦道を利用し、大きな工事が必要になれば、また一時利用の届出

を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。 

○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。 

  ５６ページ、報告第１号、農地の一時利用の届出についての３番は御承知おき下さい。 

  続きまして、３９ページ、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、氷上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 番号１番を○番の○○が御説明いたします。 

  １番は、貸出人が経営する法人が農地を賃貸借により借り受け、露天駐車場と通路として利

用するための申請です。図面は４０ページに示しております。 

  申請地の農地区分は、５００メートル以内に医療施設○○、○○が存在し、上下水道が埋設

された道路の沿道の区域であるため、第３種農地であると判断されます。 

  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おります。 

  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。 

○委員 済みません。これ通路ってなっとるんやけど、上に広い道があるんやけど、通路なんで

すか。 

○委員 図面を見ていただきますと、○○という所は、○○から歩けるんですけども、今回転用

される斜線の部分、○○の隣なんやけど、この部分はもう歩道的なものがないんです。ガード

レールがありまして、この○○番に行くのに大変危険であるので、ここを歩いて通りたいとい

うことで申請が上がっております。 

○議長 その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、４１ページ、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 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○○が説明いたします。 

  １番は、使用貸借権を設定して、露天資材置場、露天駐車場で利用したいというものであり

ます。図面は４２ページにあります。 

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

未満のため、第２種農地と判断されます。 

  申請人は、○○業でありまして、自前で重機も持っておりますので、整地作業は自分で行う

ということでございます。 

  代替地の検討表、資金計画書、地元自治会等の同意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。 

○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、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、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２番を、○番○○が説明します。 

  ２番は、譲受人が一般住宅を新築するために、親との間で使用貸借権を設定し、転用すると

いう申請でございます。図面は４３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区域に近接し、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、４４ページ、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、借受人が砂防堰堤工事現場への進入路を確保するため、使用貸借権を設定する申請

でございます。図面は４５ページに示しているとおりでございます。 

  申請地は、集落の上の方にある谷間の農地で、第２種農地と判断されます。 

  周辺で代替地を探されましたが、適当な土地がなかったため、今回の申請となりました。 
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  このことについて、貸借の契約書は令和元年１１月２０日に取り交わされておりまして、工

事の終期は令和３年１月２９日となっております。その後は、農地に復元するという誓約書が

添付されております。 

  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判断しておりま

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

れも申請内容に問題がないことを確認いたしております。 

  ただし、この貸出人の方、これが会社名義になっておりまして、これはどうかなと思われて

いると思うんですけども、もう随分以前のことでございますけども、ここに工場を建設すると

いうことで、この農地を取得されている訳でございますけども、事情で工場が建設されなかっ

たということで、農地のまま残っておるという状況でございます。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長 確認報告が終わりました。 

  それでは、番号１番について意見等はございませんか。 

（「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、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、議案第４号、非農地証明願承認についてを議題といたします。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、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４８ページに示しています。 

  １２月１３日に現地を確認したところ、現地は竹林となっており、農地への復旧は困難であ

り、周囲の状況から見て非農地と判断しても特段に影響がないと見込まれます。 

  また、農地でなくなった時期は昭和３３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号に該当するため、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） 
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○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４号、２番朗読。 

○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 ２番を、○番○○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４９ページに示しております。 

  見てのとおり、もうこの図面に示しきれない場所にございます。 

  １２月１２日に現地を確認したところ、現地は既に山林化しておりまして、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。 

  現地には、地籍調査の杭が入っておりまして、１本１本確認して、位置は特定しております。 

  また、農地でなくなった時期は昭和４０年頃で、地元自治会、隣接者の証明があり、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号に該当するため、地域員会として

は証明することに問題ないと考えております。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。 

（「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、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、青垣町の案件を、事務局説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第４号、３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３番を、○番○○が説明いたします。 

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

  青垣の住民として大変申し訳ないのでございますけれども、この土地は○○の職員駐車場跡

地でございまして、砕石等が入っておりまして、農地への復旧が困難な状況でございます。 

  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、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号に該当するため、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。 

○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。 

  次に春日町の案件を、事務局説明をお願いいたします。 
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○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、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 ４番を、議席○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５１ページに示しています。 

  １２月１３日に現地を確認したところ、自宅の裏手に農作業場と物置が建っておりまして、

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３７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号に該当するため、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。 

（「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。 

○委員 済みません。事務局、ちょっと教えて欲しいんですけど、今、ちょっと横でお話しして

たら、ちょっと忘れて思い付かへんねんけど、稲木小屋とか稲木の置く場所みたいなのは、こ

ういう農地法で独特の言葉がありましたけど、覚えてない。また調べて教えて。 

○事務局 わかりました。 

○委員 専門用語があるはずや。 

○事務局 どなたか御存知ないですか。 

○委員 僕、聞いて教えてもらったんやけど、もう１０何年前の話やから。２０年かな。また教

えて下さい、調べて。 

○議長 また確認願います。 

○事務局 はい。 

 

～議案第５号～ 

 

○議長 次にまいります。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

いてを議題といたします。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 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○○です。１、２、３につきましては、２ページと３ページに写真があります。見

ていただいたらわかりますように、全てが山林化しております。登記地目は田ですけども、山

林となっております。間違いないです。 

○委員 ４番から２２番まで確認いたしました。その写真のとおりでございます。 

  以上です。 
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○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、全て照会のとお

りとして取り扱う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、全て照会のとおりとして取り扱うことに異議がないと回答いたします。 

 

～議案第６号～ 

 

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

たします。 

○事務局 議案第６号朗読。 

○議長 それでは、各地域委員会から確認報告をしていただきます。１３ページの農地中間管理

事業についても一緒に行いますのでお願いいたします。それでは、柏原地域委員会から確認報

告をお願いいたします。 

○委員 １番から３番までを確認しましたが、全ての農地について効率的に耕作し、農作業に常

時従事する等、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の要件を満たしていると考えますので、

決定することに特に意見はありません。 

○議長 続きまして、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４番から１９番まで、氷上地域委員会にて１２月１２日に確認をいたしました。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 ２０番から２７番につきまして、１２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ので、決定することに意見はありません。 

  以上でございます。 

○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 ２８番から５０番まで１２月１３日の地域委員会にて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いたします。 

○委員 １２月１１日に確認しました。５１番から５６番まで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 ５７番から６８番と、最後の中間管理事業の６９番、７０番について、１２月１１日の

地域委員会で確認しましたが、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、
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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 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。 

（「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、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、全ての照

会のとおり異議がないと回答いたします。 

 

～報告第１号 農地の一時利用の届出について～ 

 

○議長 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、２番朗読。 

○議長 山南地域委員会から補足することはございませんか。 

○委員 特にありません。 

○議長 質問等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 質問等がないようですので、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

下さい。 

○委員 ちょっとよろしいか。 

  さっき進んでしまったんであれなんですけど、利用権設定の件で、春日地域の分で。 

○議長 何番ですか。 

○委員 番号４０番から５０番までですが、○○の農業法人か何かわかりませんねんけど、これ

は初めて聞くような会社なんですけど、農業法人化しておられるとは思うんですが、その辺の

詳細がわかったら、お聞きできたらと思います。 

○委員 この○○というのが、この代表取締役が最近設定したものでありまして、昨年認定農業

者の認定も受けておるということであります。現在、市島の方にも規模拡大を進めているとこ

ろでございます。 

○委員 初めてじゃないですね。この案件で○○というのは。 

○委員 初めてではないです。 

○委員 そうですか。 

○議長 以前から利用権設定はされてます。よろしいですか。 

○委員 失礼しました。 

○委員 特に今回たくさん出てますのでね。 

 

～報告第２号 農地の形状変更届について～ 
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○議長 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。それでは、柏原、青垣、山南地域委員会から補足するこ

とはございませんか。 

○委員 柏原地域ですけど、１番につきましては、今年９月の総会において承認いただきました

が、工期が変更になりましたので、再度上げさせてもらいました。 

○委員 山南です。始末書添付と書いてあるので、朗読させていただきたいと思います。 

農地形状変更の届出について、委員会の許可を得る前に工事に着手してしまいました。作物

と天候を心配するあまり、また、私の勉強不足が主な原因でした。今後はこのようなことがな

いように十分注意いたしますので、どうかお許しをいただきますようお願いしますということ

で、６２ページを見ていただいたらわかると思うんですが、小さい排水路を示しておりますが、

この右側に消防の防火用水の池がございまして、ここから水が漏れよるという話も出まして、

ちょっと慌てて工事をされたということでございますので、ちょうど農業委員会の現地を回り

よる時に、あれ何しよるんやという話の中から、届出をしていただいたという経緯がございま

すけれども、よろしくお願いしたいと思います。 

○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 済みません。青垣地域委員会、青垣はもうこれ終わっとるんですね。 

○委員 期間内に工事も終わって、問題はありません。 

○議長 わかりました。 

  この３件、御承知おき下さい。 

 

～報告第３号 農地法施行規則該当転用届について～ 

 

○議長 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、２番、４番朗読。 

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

か。 

○委員 ありません。 

○委員 市島ですけど、地図見ていただいて、申請地の西側も同じ申請人の土地なんですけど、

ここでシイタケ栽培をされとって、それがハウスでしておられたんですけど、もうシイタケの

資材がいっぱいになってきたので、今回の申請の所に農作業場と保管庫を建てるということで

す。 

○議長 質問等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 質問等がないようですので、御承知おき下さい。 

 

～報告第４号 認定電気通信事業者による届出～ 
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○議長 続きまして、報告第４号、認定電気通信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 報告第４号、認定電気通信事業者による届出が出ております。御承知おき下さい。 

 

～報告第５号 公共工事の届出について～ 

 

○議長 続きまして、報告第５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５号、朗読。 

○議長 ３件の公共工事の届出が出ております。御承知おき下さい。 

 

～報告第６号～ 

 

○議長 続きまして、報告第６号、農地法第５条の規定による申請の取下願について、事務局説

明をお願いいたします。 

○事務局 報告第６号、朗読。 

○議長 １件の申請の取下願が出ております。御承知おき下さい。 

  これをもちまして、令和元年１２月の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１２月２５日 

 

            議     長                   ○印  

 

 

            議事録署名委員（ ６ 番委員）            ○印  

 

 

            議事録署名委員（ ７ 番委員）            ○印  


