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令和元年度 第１０回定例総会議事録 

  

１．日 時  令和２年１月２７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 丹波農業振興地域整備計画の変更に係る意見について（別冊） 

  議案第 ６ 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 ７ 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 ８ 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 電気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 農業経営改善計画の認定について（別冊） 

 

 

５．閉会 
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１．開会 

 

○議長 只今より、丹波市農業委員会第１０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。 

 

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、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。まず、２１ページでございます。農地法第４条

の規定による許可申請承認の１番の案件でございます。この案件の備考欄でございますが、こ

こに耕作面積１６，６９３.１平米を追記していただきますようお願いいたします。これは、

先々月の総会の中で、農業用倉庫の場合は耕作面積を記載するということになっておりました

のが漏れておりました。申し訳ございません。 

  続きまして、３６ページをお開き下さい。ここには申請地４筆を記載しておりますが、全て

について５条の所有権となっておりますが、賃貸借権に訂正していただきますようお願いいた

します。申し訳ございません。 

  最後にもう１点、５４ページをお開き下さい。農地の一時利用の届出でございますが、１番

の案件の備考欄に始末書添付と追記して下さい。たいへん申し訳ございませんが、以上３点の

訂正をお願いいたします。 

３．議事録署名委員の指名 

○議長 日程３、議事録署名委員の指名について、議長が指名することになっておりますので、

指名いたします。 

  議席番号８番足立康裕委員、議席番号９番足立篤夫委員、両名、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～ 

～議案第３号 ９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。 
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○委員 番号１番を、○番○○が説明します。 

  １番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、５ページに地図を

付けております。 

  申請者は、昨年７月に３条申請された時に、所有農地の中に非農地があるということで誓約

書を提出されています。今月、氷上地域で非農地証明願が提出されています。 

  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。ただし、氷上地域の非農地証明願が証明されることが前提でございます。 

  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。 

  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、氷上町の案件を、事務局説明お願いいたします。 

○事務局 議案第１号、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 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す。地図は６ページ

に添付しております。 

  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。以上です。 

○委員 番号３番を、○番○○が説明します。 

  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、７ページに図面を

添付しています。 

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

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

しています。 

  なお、譲渡人には１筆の残地がありますが、その残地の一部が農地でないため、分筆後、非

農地証明願を提出する予定です。御審議のほどよろしくお願いします。 

○委員 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す。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

しております。御審議のほどよろしくお願いします。以上です。 
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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。 

（「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、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 意見等がありませんので、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。 

  次に青垣町の案件を、事務局説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第１号、５番、６番、７番、８番、９番、１０番、１１番、議案第３号、９番朗

読。 

○議長 事務局の説明が終わりましたので、青垣地域委員会からの確認報告をお願いいたします。 

○委員 この案件は、３条申請の他にも５条申請をされておりますので、併議として説明させて

いただきます。 

  番号５番を、○番○○が説明いたします。 

  ５番は、譲受人が住宅を建築するに当たり、隣接する農地を畑として野菜を作るのに取得し

たいというもので、９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。 

  なお、この申請には誓約書が添付されておりまして、内容は、譲受人の妻の実家が同集落に

ありまして、７０平米の農地に車庫兼物置を建築していたということについて、早急に申請手

続をするというものでございます。建物は昭和６２年頃に建築したもので、３月に非農地証明

願を提出するということでございます。 

  そして５条の方なんですけども、続きまして２５ページをご覧下さい。番号９番を○番○○

が説明いたします。 

  ９番は、譲受人が一般住宅を建築するための申請です。図面は９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
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ール未満であるため、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。 

  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。 

  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、１０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。御審議よろしくお願いします。 

  続きまして、７番、８番、これは申請者が同一のため、一緒に説明させていただきます。 

  ７番、８番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、地図は１１

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、８番の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。 

○委員 続きまして、９番、１０番を議席番号○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、１２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

いたしております。 

  引き続いて、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、１

３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

いたしております。 

  なお、９番と１０番は譲渡人が同一でございまして、この２件をもちまして農地はなくなり、

農業経営を廃止されるということでございます。よろしくお願いします。 

○委員 続きまして、番号１１番を、○番○○が説明させていただきます。 

  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す。１４ページに

図面を付けております。 

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

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、この案件につきまして、譲受人が○○におられますが、この図面を見ていただきます

と、譲受人の両親がここで家を買って数年前から今まで農業をやっておられます。トラクター

と耕耘機を確保しておられます。なので、農業は両親がずっとされておりますので、間違いな
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いと思います。 

  なお、この新しい土地につきましては、栗を植えるということでございますので、よろしく

お願いをいたします。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５番及び５条申請と関連がありますので、２５ページの農地法第５条の規定

による許可申請承認についての９番、この２件につきまして意見等はございませんか。 

○委員 まず、２５ページの５条の案件が、なぜこの５番の案件と関係があるんでしょうか。併

議、一緒に提案された意味がわからないんです。 

○議長 それでは、これについて青垣地域委員会からの報告をお願いいたします。 

○委員 譲受人が、○○という所に住宅を建築されまして、この○○と○○の譲渡人は同一とい

うことでございまして、元々分筆してあった土地なんですけども、その向かいにある○○を畑

として作りたいということなんですが。 

○委員 筆が違いますよね。家を建てる所と、畑として使う所と違いますよね。筆が違うのに何

でこれ併議として出されたんかという意味がわかりません。 

○議長 事務局、説明をお願いいたします。 

○事務局 失礼します。事務局でございます。 

  まず、議案書の９ページを御覧いただきたいと思います。 

  申請地を２筆記載しておりまして、北側が３条、そして南側が５条という形になってござい

ます。今回併議にさせていただきましたのは、南側の市道がこの農地への進入路でございます

ので、手前側の５条の所を割ってしまうと、奥の３条への進入路がどうなるか、また、逆のパ

ターンもございますので、今回は３条と５条、これにつきまして併議という形にさせていただ

いております。 

○委員 進入路がないからということですね。例えばこれ否決になったら、５条が否決になった

ら、これ進入路あるんですよ、田んぼとして使ったら。田んぼの中通って、上の田んぼにも行

けるからね。これ別に併議にせんなん理由はないと思いますけどね。これ一緒に審議する理由

がどこにあるのか、ちょっとようわからへん。議長はどうなんですか。これどうして一緒に審

議せんとあかんと思ったんですか。別の案件ですよ。上が別やから。 

○議長 ５条と３条別ですね。 

○委員 ええ。しかも筆は別やから違う田んぼですやん。これ例えば、今言われるように、片方

の５条が許可にならなかったら、上に行く３条もできないか言うたら、そんなことはない訳で。

例えば、５条がもし否決になっても、田んぼの中通ったら上の田んぼへ行けるんやから。ちょ

っとようわからへん、これ一緒に、併議にした意味が。 

○事務局 事務局です。失礼いたします。 

  今回、この申請案件につきましては、元々、現況１筆のものなんです。それを購入して、一

部は居宅にしたい、一部は菜園場として利用したいということの申請なんですけれども、仮に

現況１筆の所を奥側の３条だけが許可されて所有権移転がされて、手前の５条が否決で購入が

叶わなかった場合、当然にこの奥側を買われた譲受人は他人の田んぼを通らないと入られへん

状況になるんですよね。 

○委員 これ他人ですか。 

○事務局 ３条と５条ですから。譲渡人も譲受人も一緒ですけど、奥側だけ譲受人に変わったら、
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下側は譲渡人のままになりますからね。５条の所有権移転ですから。なので、同時じゃないと、

この譲受人は奥の畑だけを購入しても使いようがない。もう１筆の田んぼですからね。今、境

もない状態ですから。 

○委員 ちょっと待って。これ買う人も売る人も同じ人で、２件の提案がされた訳ですね。例え

ばこれ、１つの田んぼやったら、分筆しとったらいい。２つになっとるけど、元々は１つの田

んぼやって、１つの田んぼで買って、何で別々になる可能性があるの。 

○事務局 もう分筆されてますのでね。例えば、道があって、５条の所があって３条の所がある

んですけど、当然に今これ１枚なので、進入路は道側しかないですから、奥の田んぼだけ購入

してしまうと、ここに入ることができないんですよね。この田んぼを通らないと入れない。だ

から５条の家を建ててもいいですよ、権利移動してもいいですよというのと併せてやったらい

けますよという話。 

○委員 元々は１筆を分筆したんですよね。同じ人が同じ人から買うんですね。 

○事務局 そうそうそう。 

○委員 もし、上だけ買えて下が買えへんだらということやね。 

○事務局 そうそうそう。 

○委員 じゃあ、これ、分筆したん誰。買う人が、その家を建てるということで、分筆せな大き

すぎるということやと思うんやけど。これはせやけど、別々の案件でしてもよかったん違うか。

これ一緒に出す必要が何であったんやろな思って。 

○事務局 済みません。ちょっと話切り替えて。手前の５条なしで考えて下さい。奥側の３条だ

けの申請があった場合、当然にこれどこから入るねんっていう話が出てきてしまいます。 

○委員 だから、これは議案説明の時に、この進入路はこの下の５条で申請出して、全く同じ人

が同じ人から買います。で、この買う時に、元々が１筆やったやつを下は家を建てたいんで、

分筆してやっておりますと。でも、元々１筆やったやつを買っとるさかいに、分筆してもこれ

はもう勝手で、それは自分のとこでそう使いたいから登記しただけで。別の案件としてやる必

要があったんかいな思って。 

○事務局 分筆はしてあるんですけれども、３条にしろ５条にしろ、農業委員会若しくは県の許

可がなかったら所有権移転はできませんから、あくまでもセットじゃないと動けへん案件です

よね。奥だけっていうことは、それやったら本人さん要りませんから。正直な話。 

○委員 いや、でも、これ許可もらえたらええけど、上が許可にならへんことだってあるわな。 

○事務局 ありますね。 

○委員 ３条でな。 

○事務局 だから併議でやるんですよ。上だけもだめよ、下だけでもだめなんで、セットで私は

ここで生活したい。だから、もう許可は両方セットで下さいよと。そういう意味で併議で出さ

せてもらったという経過なんです。 

○委員 わからへんけど、よろしいわ。 

○事務局 ありがとうございます。 

○議長 他に意見等はございませんか。 

○委員 これは事務局に確認なんですが、これは片方だけ通るということもあり得るんですか。

両方通すという条件付きで、セットでないとという形での申請なんですか。例えば、３条だけ

とか５条だけ通るより、２つ通らないとだめとか。片方だけが通る可能性はあるんですか。 
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○事務局 いや、それはないと思う。 

○委員 両方ともだめになるか。両方とも許可になるか。 

○事務局 そうそう。 

○委員 了解です。 

○議長 この案件は、両方とも買われるんで、片方だけ通ってもどうしようもないですね。両方

セットで３条、５条されてますから併議にさせてもらったんです。いいですか。 

○委員 でも併議やったらおかしいですよ。片方だけが反対になるいうことはあり得へんねんか

ら。併議いうことは１つの案件として議論するんだから、片方があかんようなったら併議して

も意味ないやん。やっぱり１筆１筆を審議するべき。 

○議長 だから併議にさせてもらったんです。 

○委員 だからおかしいんや。 

○議長 片方だけやったらだめだから併議とさせてもらったんです。 

○委員 片方だけやったら断る言うとるんですか、申請者は。これ１枚の時に１枚で買って、後

で自分で分筆したらよかったんや。 

○議長 それは勝手や。 

○会長 今の議論の焦点というのが、ちょっと何なんかなという感じがせんでもないんですけど。

例えば、今、話になっとる３条はだめですよ、５条はオーケーですよと。万が一そんなことが

あった時には、３条だめですよとなったら、その３条の元の持ち主とか、また別の人とかが作

っていく必要がある。その時に５条は許可されとるから、そこに家は建つ。ほんならその３条

の分がどこからその田んぼへ入るんやっていうことになってしまうんで、５条だけの許可も困

ります。逆に、３条だけ許可やったら、５条が許可にならへんかったら、元の持ち主の所有の

ままになるので、その３条許可をもらってもそこに作りに入れませんと。そういうことから、

その３条の所へ耕作しに行くためには、５条の許可と同時に許可がなかったら３条の所へ耕作

しに入れませんよという理由で併議という提案になっていると思います。今の言い方でわかる

かな。 

○委員 片方を人質にしてこういう話をするのは、ちょっとあれやね。委員会として、余り良い

審議の仕方やないね。 

○会長 ただ、今さっき言われた、全部をまとめて買っておいて後からというようなことも言わ

れたけど、それやったらまず３条で買わなあかん。ほな５条かけるまでに５年間の作付計画を

付けてもらいますので、その間は作ってもらわなんだら、何ぼ分筆しても転用はだめですよっ

てなってしまう。それやったら、もう最初から家を建てたいんやったら、家を建てる所は家を

建てるという申請になりますと。そやからこの申請の形ということになると思うんです。 

○委員 ちょっとわからへんね。 

○議長 暫時休憩。 

 

（休 憩） 

（再 開） 

 

○議長 再開します。農地法第３条の５番及び農地法第５条の９番について、その他に意見はご

ざいませんか。 
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（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がございませんので、農地法第３条の規定による許可申請承認についての５番は

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、２５ページ、農地法第５条の規定による許可申請承認についての９番ですが、

これも意見がございませんので、許可相当と意見を付して進達することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 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。 

  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） 

○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。 

（「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。 

（「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番は、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） 

○議長 異議がございませんので、番号９番は許可すべきものと決定いたします。 

  番号１０番について意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１０番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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



 - 10 - 

  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、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、１２番、１３番、１４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 １２番を、議席○番の○○が説明します。 

  １２番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、１５ページに地

図を添付しております。 

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

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

確認しております。 

  なお、譲渡人はまだ農地がありまして、自分で耕作をされております。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。以上です。 

○委員 議案１３番と１４番を、議席○番の○○が説明いたします。 

  １３番は、贈与により農地を取得して、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

いたしております。 

  次に１４番ですが、１４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、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、この１４番は農用地区域外でありまして、申請地と従前の土地を両方足しますと、１，

３７９平米ということになります。御審議のほどよろしくお願いします。以上です。 

○議長 春日地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  それでは、番号１２番について意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１２番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１２番は許可すべきものと決定いたします。 

  番号１３番について意見等はございませんか。 

○委員 残地聞きましたか。 
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○委員 残地あります。１３番、１４番、どちらも残地あります。 

○委員 これは利用権の設定ができてるんですね。 

○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。 

  続きまして、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 意見等がありませんので、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） 

○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。 

  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、１５番、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 １５番、１６番を、○番○○が説明させていただきます。 

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

  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、１９ページに地

図を付けております。 

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

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

しております。 

  １５番の残地は３筆ありまして、その３筆は譲受人が耕作されております。それで、次に譲

渡人から譲受人の方へ売買されるように聞いております。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） 

○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。 

  番号１６番について意見等はございませんか。 
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（「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 

 

○議長  続きまして、議案第２号、農地法第４条の規定による許可申請承認について、事務局

説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第２号、１番朗読。 

○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。 

  １番は、作業用倉庫、生産物保管庫、農機具格納庫とするための申請です。図面は２２ペー

ジに付けております。 

  農地区分としましては、３００メートル以内に小学校、中学校がありまして、歯医者さんと

病院もありますので、第３種農地と思います。 

  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。 

  転用面積についても７３０平米と妥当だと思います。 

  農地法第４条第６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します。 

  始末書添付とありますのは、２２ページの地図を見ていただきますと、この斜線の中に建物

が建っております。それの始末書です。ちょっと読ませていただきます。 

  下記土地は農地でありますが、農地法を十分理解しきれていなかったため、平成２７年頃か

ら生産物、若松の保管庫や農機具置場として利用しております。以後このようなことのないよ

う、農地法を遵守いたしますので、今回の申請について受理下さいますよう、よろしくお願い

いたします。以上です。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。 

（「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。 

 

～議案第３号 １番、２番、３番、４番、５番、６番、７番、８番、１０番、 

１１番、１２番、１３番、１番、２番～ 
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○議長 続きまして、議案第３号、農地法第５条の規定による許可申請承認について、事務局説

明をお願いいたします。 

○事務局 議案第３号、１番、２番、３番朗読。 

○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番から３番を、○番○○が説明します。 

  一体開発ですので、まとめて説明をさせていただきます。 

  １番から３番は、譲受人が露天資材置場にするために転用しようとする申請です。図面は２

７ページに示しているとおりです。現状は、稲刈り後の状態と耕耘済みの状態です。 

  申請地の農地区分は、住宅等が連たんしている区域に近接しており、その農地の区域の規模

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、○○業を新たに展開するに当たって、砕石、砂等の資材、建築土木用の機械、

トラックを置く場所、また建設資材、バッカン置場として利用すると聞いています。 

  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ないことを確認しています。 

  なお、○○業者が資材置場を取得するという案件ですので、必要性であったり、緊急性につ

いて審議をしていただくために、別紙で利用計画図を机の上に配付をしております。この図面

については、Ａ３で出されたものをＡ４に縮小しておりますので、大変見にくくなっておりま

すが、申し訳ありません。まず、パンチの穴を上向きに見た時の右上にバッカンと小さい字で

書いてある四角で囲んであるのが、ごみを入れるバッカンをここに置くと。その他に建設資材、

再利用資材などをこの場所に置くと。その左下にトラックなり、バックホー、リフトなどを置

く。一部、従業員や作業者の自動車駐車場と。それから右下辺りが砕石を置く場所と、かなり

広いものになっております。その続きに砂を置く場所、真砂土を置く場所、一番奥に建設発生

土を置く場所という利用計画になっております。そこで砕石を置く場所がかなり広い訳ですけ

ど、これだけの砕石が必要なのかどうかということも確認をさせていただきました。その結果、

丹波市内でも１３箇所の砕石敷の露天駐車場を管理しているということです。その面積が合計

９，４００平米で、毎年２分の１なり３分の１なりの駐車場の砕石の整備をするということに

砕石がたくさんいるというふうに聞いております。その他については、一戸建なり住宅を販売

する業者でございますので、建売住宅を建設した時の庭、駐車場の整備について砕石、砂、真

砂土が必要であると。それをストックしておくための場所であるというふうに聞きました。一

番奥の建設発生土については、開発をした時の、例えば表土であったり残土であったりという

のを一時保管するための場所というふうに聞いております。必要性についてはそんな感じです。 

  もう一つ大事なのが、緊急性です。なぜこれだけのものが今必要なのかと。今、説明を申し

上げた部分については、分譲住宅などの開発をする時に必要なのであって、今すぐ必要なのは、

露天駐車場の砕石の整備に係るものは必要であろうと認められても、それ以外のことについて

果たしてどこまで必要かということも確認をさせていただきました。まず、緊急に必要になる

と思われるのが、４トントラック、２トントラック、１トントラック、リフト、バックホーと

書いてありますけど、これについては、○○のおばあさんの実家が、○○で○○業をされてお

りまして、それを廃業されたと。そこが持っているこれらの機械なりトラックを引き取るとい
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うことで話ができておるようです。それを相手方が早く持って帰って欲しいと言われとると。

農業もかなりされているようで、この春の農作業の時にはそれらを置いている倉庫を、農業機

械を入れるようにしたいんで、できるだけ早く持って帰って欲しいというふうに言われとると

いうふうに聞いております。それから、住宅建設に伴う砕石なり、砂などの使用については、

建設業を、現在でも大きいものから小さいもの、例えば水道管のパイプの接続であったり、ち

ょっと壊れたという物の修理、バルブの交換などの修理も含めると、年間３００件ほどの仕事

をしておられるそうです。その内の一戸建なりリフォームというもので何十件、１００件近い

仕事をしている。それが今年ももう既に７０件程はすることになっていると。そこで使う物を

早速にここでストックしておきたいというふうに聞いております。緊急性についてはそういう

ことで、申請者に確認した話の内容が以上のようなことでございます。 

  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。 

  番号１番、２番、３番は一体開発でございますので併議とさせていただきます。 

  番号１番、２番、３番について意見等はございませんか。 

○委員 確認の意味で。会社の定款をちょっと、事業内容を読んでいただいたら。 

○議長 事務局、定款の朗読をお願いいたします。 

○事務局 失礼いたします。 

  （定款朗読） 

以上でございます。 

○議長 よろしいですか。 

  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 意見等がございませんので、採決をとります。 

  番号１番、２番、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１番、２番、３番は許可相当と意見を付して進達すべき

ものと決定いたします。 

  続きまして、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、４番、５番、６番、７番、８番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。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 ４番について、○番の○○が説明をいたします。 

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

ため、第３種農地と判断されると考えております。 

  備考欄に事業計画変更理由書添付とあります。これは、譲渡人から提出されたもので、内容

としましては、昭和５４年に一度、この譲渡人が作業場の建設を目的とした５条の転用許可を

とっており、土地の造成まではされたのですが、その後の諸事情により資金不足となり、作業

場の建築ができないまま現在に至り、申し訳なかったという趣旨の書類の添付がありました。 

 今回、この譲渡人が当初の事業計画を変更して一般住宅として新たな転用申請を行うという
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ことで、この書類が添付されております。新たに申請ですので、もう一回この転用に関する申

請を説明します。図面は２８ページにあります。 

  この現地を確認したんですが、ここはさっきも言いましたように、場所から言っても周りが

もう全部宅地でありまして、第３種農地ということもあり、造成される途中で、今は平地にな

っておって畑のようなものもしておられましたが、もう一回新たに家を建てるための５条の申

請をお願いしたいということです。 

  隣接所有者や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項各号には該当しておりません。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、お願いしておきます。 

  続いて、同じ○○地区の申請であります。 

５番は、農地を売買によって取得し、住宅を建設するということで申請が出ております。図

面は同じ２８ページにあります。 

  農地区分は、上下水道が前の道路に敷設されており、５００メートル以内に医療施設、歯科

医院が２つあります。なので、第３種農地と判断されると考えております。 

  隣接所有者や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。御審議お願いいたします。 

○委員 番号６番を、○番の○○が説明いたします。 

  ６番の２筆は、農地を売買により取得し、一般住宅を建築するための申請です。図面は２９

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。 

  申請地の北側の道路には上下水道が通っており、隣接農地所有者、地元等の同意も得られて

おり、周辺農地の営農への支障はないものと思われます。 

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

も申請内容に問題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。 

  また、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。 

  続きまして、番号７番を同じく○○が説明いたします。 

  番号７番は、農地を売買により取得し、一般住宅を建築するための申請です。図面は３０ペ

ージに示しているとおりです。 

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

えられます。 

  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。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 

  続きまして、番号８番を○○が説明いたします。 

  番号８番は、農地を売買により取得し、共同住宅、アパートを建築するための申請です。図
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面は３０ページに示しているとおりです。 

  申請地の農地区分は、ＪＲ○○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。 

  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、転用面積は事業内容に見合ったものであり、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。 

  面積は２筆で１，１８９平米であり、開発事業事前協議書も添付されており、ワンルーム６

室２階建の共同住宅となっております。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○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。 

○委員 ちょっと確認なんですけど、５条を前に申請をして、それの計画が変更ということなん

ですか。取り下げとかそういうことではなしに。 

○委員 何。 

○委員 取り下げじゃなくて。 

○委員 そのように申し上げた。 

○事務局 資金繰りの問題で、５条申請が通ったんですが、そのまま建設されずにおいてあった。 

農地のままで、そのまま残ってたんです。５条で通ってたけど。 

○委員 それで聞きたいんやけど、うちらにもちょっとそういうのがあるんです。実行が伴って

ないという。そういう時はやっぱりこういう申請に、改めて５条の申請になるんですか。 

○委員 また事務局に聞いてもらったらわかるんじゃないかと思うんです。そういうことね。 

○委員 ほんで確認しよるんですけど。 

○議長 この案件について説明して下さい。 

○事務局 よろしいか、事務局です。 

  今回のこの案件につきましては、譲渡人の方が昭和５７年に倉庫を建てるということで５条

で譲り受けをされとったんです。それで、農地法５条の許可をとられた場合、本来であれば転

用するということなので、家やったら家、倉庫やったら倉庫が建った段階で本当は地目変更と

ともに所有権移転が正解なのかもしれませんが、それではやはり、家が建ってからやないと登

記が変えられないということであれば、取引きが成立しませんから、５条で許可が出た場合に

まず、例えば私が会社であったりしても個人であっても一緒なんですけど、許可書をもってす

れば所有権移転というのは先にできてしまいます。転用事業者は所有権移転をしてからゆっく

り地置きしたり、家を建てたり工事に入られる訳なんですけど、悲しいかな、今回は地置きの

ところでちょっと資金繰りに困って止まってしまってると。困ったな、自分もできないし困っ

たなというところで、今回改めて新たな譲受人の方が、その土地を私のお家にということで来

られたんですよね。こうなった場合は、前の許可で、倉庫で許可とられとるんですけども、地

目を変えようとすれば許可書と内容がぴったり合致してないと法務局が言うこと聞いてくれま

せんから。だから、地置きしただけでは、雑種地ではだめですよと。あんた家やろということ

で、地目が変えられない状況になる。なので、まだ登記上農地であるから、今回改めて一から

の申請で、今度の譲受人の方が家を建てるんやということで、申請をされたと。当然に、元の

譲渡人の方も、私そんな土地転がしやそんなんやないんですよ、ほんまにこのことしたかった
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んです。せやけど、事情があってできへんだ。だから今回、こういう話がまとまったんで譲り

渡しをするということ、その理由書を付けていただいておると、そういう案件でございます。 

  以上です。 

○議長 その他に意見等はございませんか。 

（「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。 

  番号５番について、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号５番について、許可相当と意見を付して進達することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号５番は許可相当と意見を付して進達すべきものと決定い

たします。 

  続きまして、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。 

  番号７番について、意見等はございませんか。 

○委員 済みません。ちょっとこれ残地確認をしてなかったので、事務局の方でわかったら、こ

の方の、譲渡人の方の残地を教えていただけたら有り難いです。 

○議長 事務局、わかりますか。 

○事務局 失礼いたします。事務局でございます。 

  譲渡人の残地でございますが、残り４筆ございます。いずれも担い手の方へ利用権設定がさ

れております。以上でございます。 

○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） 
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○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号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、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、１０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 １０番を、○番の○○が説明いたします。 

  農地を売買により取得し、住居兼店舗、駐車場として利用するための申請です。図面は３１

ページに付けております。 

  申請地の農地区分は、１０ヘクタール以上の集団農地に含まれておりまして、第１種農地と

考えられますが、農地法施行規則第３３条第４項の、集落に接続して設置される日常生活上等

必要な施設でありますので、第１種農地の例外規定に該当すると考えております。 

  また、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。 

  転用するに当たりまして、隣接所有者、また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考えられます。 

  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。 

  譲渡人は○○となってますが、この図面の中にお名前のとおり実家がありまして、お母さん

が１人で住んでおられまして、まだ農地としても少しありまして、利用権の設定をされた方が

この周辺の農地を耕作しております。御審議のほどよろしくお願いいたします。以上です。 

○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。 

（「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、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、１１番、１２番、１３番朗読。 

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

○委員 議案１１番を、議席番号○番○○が説明いたします。 

  １１番は、譲渡により○○の広場兼駐車場として利用するための申請です。図面は３２ペー

ジに示しております。 

  申請地の農地区分は、土地改良が入っていない１０ヘクタール未満の生産性の低い農地でご

ざいまして、第１種、第３種に該当しないその他の農地で、第２種と判断されると思われます。 

  隣接所有者の同意も得られ、周辺農地の営農への支障はないものと思われます。 

  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
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いことを確認しております。 

  なお、譲渡人には残地が３筆ありまして、１筆は利用権が設定されています。あと２筆につ

いては地域の方が耕作されていますが、利用権設定がされていないので、設定するように指導

しているところでございます。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員 番号１２番を、議席番号○番○○が説明いたします。 

  番号１２番は、売買により工場として利用するための申請であります。図面は３３ページに

示しております。 

  ３３ページを見ていただきますと、申請地の所に○○というのが書かれてありますけど、こ

こは住所は○○ということで書いてあるんですけど、市島工場がここにありまして、この横に

事業を拡張して工場を建設したいというような申請であります。 

  申請地の農地区分は、第３種、第１種に該当しない。第３種、つまり公共の施設は周辺には

ないし、第１種として集団性のある農地でもないと。第２種としても、住宅が周辺にはありま

すが、道路を挟み連たんしてるとも言えないので、これは第３種、第１種に該当しない第２種

農地と判断されると思っております。 

  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思われ、また、

転用面積は必要最小限のもので、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します。 

○委員 １３番を、○番○○が説明します。 

  １３番は、露天資材置場として利用するための申請です。図面は３４ページです。 

  申請地の農地区分は、第１種農地、第３種農地のいずれの要件にも該当しない農地であり、

具体的には中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い

農地であることから、第２種農地と判断いたしました。 

  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。 

  なお、進入路ですが、申請地の北側が工場の資材置場になっておりまして、そこから工事車

両の進入を行います。よろしくお願いします。 

○議長 確認報告が終わりました。 

  それでは、番号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。 

  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。 
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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。 

  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、許可相当と意見を付して進達することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１３番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、３５ページ、議案第３号、農地法第５条の規定による農地等の賃貸借権設定許

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、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、２番を、○番○○が説明をいたします。 

  １番、２番は、借受人が露天駐車場として利用するため、貸出人との間で賃貸借権を設定し、

転用するための申請です。図面は３６ページに示しているとおりです。 

  申請地は、ＪＲ○○駅から３００メートル以内にあり、第３種農地と判断されると考えてお

ります。 

  また、周辺で代替地を探されましたが適切な土地がなく、今回、この利用される○○の隣地

であります当該地に設定され、今回の申請に至っております。 

  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思われます。 

  また、これを駐車場として利用した場合、４０台の計画になっており、この施設の大きさか

ら見て妥当ではないかと考えております。現在では、○○駅の周辺に車を駐車される場合が多

く、この施設の利用者から不便だということで、今回、駐車場を確保するという意味で今回の

申請に至っております。そういう意味で、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。 

  また、貸出人それぞれには残地がありますが、ともに自己管理、若しくは息子さんが管理さ

れておることを確認いたしております。以上、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番と２番は併議とさせていただきます。 

  番号１番、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１番、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１番、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、暫時休憩とします。 
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（休 憩） 

（再 開） 

 

～議案第４号 １番、２番、３番、４番、５番、６番、７番、８番～ 

 

○議長 再開します。議案第４号、非農地証明願承認について、事務局説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第４号、１番朗読。 

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

○会長 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。先月、誓約書添付の３条がありました。その

非農地証明願でございます。図面は４０ページに示しています。 

  １月１６日に現地を確認したところ、現地は近所の家の日照の関係で山林を伐採した後とな

っておりまして、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。 

  また、農地でなくなった時期は、昭和３０年頃で、地元自治会と隣接者の証明もあり、平成

２１年１２月２４日付非農地証明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、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  続きまして、氷上町の案件を、事務局説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第４号、２番、３番、４番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりましたので、氷上地域委員会からの確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号２番を、○番の○○が説明をいたします。 

  ２番は、地目変更のための非農地証明願です。この案件は、議案第１号１番、柏原町の案件

に伴う申請でございます。図面は４１ページに示しています。 

  １月１５日に現地を確認したところ、物置、車庫跡地で、基礎コンクリートもそのままにな

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３８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いたします。 

○委員 番号３番を、○番○○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４２ページに掲載しております。 
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  １月１５日に現地を確認したところ、現地は宅地の一部、また、南側に東西に道路がありま

して、そこから北へ向かって宅地へ進入する進入路となっております。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、一部は平成３年頃、それ以外は昭和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、地域委員会としては証明することに問題ないと考えております。 

  続いて、４番も○番○○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６ページに掲載しております。 

  １月１５日に現地を確認したところ、現地は山林化しておりまして、農地への復旧は困難で

あり、周辺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、隣接所有者等の証明もあ

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。 

  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。 

  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。 

  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、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、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、番号５番を、○番の○○が説明いたします。 

  ５番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は４３ページに示しております。 

  １月１５日に現地を確認したところ、現地は顕彰碑用地となっており、農地への復旧は困難
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であり、周囲の状況から見て非農地と判断しても特段影響がないと見込まれます。 

  農地でなくなった時期は昭和１０年頃からで、地元自治会長及び隣接者の証明もあり、平成

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

しては証明することに問題ないと考えております。 

  続きまして、６番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は１４ページと４４ページ

に付けております。 

  １月１５日に現地を確認しましたところ、現地は山林となっており、農地への復旧は困難で

あり、周囲の状況から見て非農地と判断しても特段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４０年頃からで、地元自治会長及び隣接者の証明もあり、平成

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

いたしましては、証明することに問題ないと考えております。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○議長 確認報告が終わりました。 

  それでは、番号５番について意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号５番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  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、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  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、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、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 ７番と８番を、○番○○が説明させていただきます。 

  ７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。 

  １月１４日に現地を確認しましたところ、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４３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。 

  ８番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は４６ページに示しています。 

  １月１４日に現地を確認したところ、現地は倉庫及び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昭和４９年頃からで、地元自治会と隣接者の証明もあり、平
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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 意見等がないようですので、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。 

 

～議案第５号 ～ 

 

○議長 続きまして、議案第５号、丹波農業振興地域整備計画の変更に係る意見についてを議題

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、朗読、説明。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  それでは、最初に氷上地域員会からの確認報告をお願いいたします。 

○委員 除外の１番でございます。先程、事務局から報告がありましたように、申請者は古民家

を利用されて○○を経営されており、非常に車の出入りが激しくなってきたということで、非

常に駐車場が手狭であるということで、地域住民に対して迷惑をかけておるということで、駐

車場を拡張したいということでございます。それに伴いまして、地域の区内からは、きちんと

同意書ももらっております。特に申請地は、一団の農用地の縁辺部に位置し、農用地の集団性

を損なうものではないと認められておりますし、面的連続性や農作業の効率を損なうものでは

ないというふうにも認めております。 

  よろしく御審議いただきますようお願いいたします。 

  次、除外の２番でございます。 

  ２番は、先程もありましたように、昭和５２年に無断で田を造成し建築したものでございま

して、始末書にもありますように、法律を守っていないということで、非常に恐縮をされてお

ります。こうした中で、今回、何とかその部分を除外して欲しいということで申請を出されて

おります。この部分につきましても、やはり地図にもありますように縁辺部でもございますし、

集団性もございませんので、なんとかこれを認めていただきたいなというふうに思います。 

○委員 次の３番ですが、この人も事業を拡大したいということで、場所は離れているんですけ

ども、どうしても他に土地がない、探したんですけどなかって、自分の土地と隣にちょうど利
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用させてもらえる土地がありますので、ここで事業をしたいというもので、この農地を外して

欲しいという申請がありました。周囲の同意も得られて問題ないかと思います。 

  以上です。御審議お願いします。 

○議長 それでは、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 申請人は只今貸し家に住んでおり、個人の一般住宅を建築したいということで、親の農

地の隣接した所に住宅を構えて、農地を引き継いで耕作していきたいということでございます。

また、隣接農地所有者や地元からの同意も得られておりまして、周辺農地の営農への支障はな

いもので、また、転用面積は必要最小限のもので、農振地から除外されることに大きな問題が

ないと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○委員 次に除外の５を、○番の○○が説明いたします。 

  １月１６日に現地を確認いたしました。地図は４８ページを御覧いただきましたらわかるよ

うに、現在の○○の事業所のすぐ横、隣接地でありまして、有効的に利用できる場所でありま

す。土地改良事業から４０年経過しておりまして、周辺農地への影響もなく、隣接農地及び自

治会等の同意も得られて、除外後の農地区分は第３種と判断されます。地域委員会としては、

除外に問題ないものと判断しております。以上です。 

○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 歩道を設置するための申し出で、この踏み切りの手前にかけまして少し狭くなっている

ので、歩道を付けていただくということで、問題ないと思います。 

○議長 確認報告が終わりました。 

  ６件の除外申請が出ております。これらにつきまして意見等はございませんか。 

○委員 直接は関係はないんですけど、ちょっと教えてほしいんですけど。除外要件整理票とい

うのが、これＡとＢとありますね。Ａ整理票については、駐車場とか車庫とか資材置場とか一

般住宅ということで、Ｂの整理票というのは、いわゆる公共的な歩道のようなものが付く場合

にはＢの整理票ということですか。 

○議長 事務局説明をお願いします。 

○事務局 失礼いたします。事務局でございます。 

  先程、○○委員さんが言われたとおりで、いわゆる一般事業者の部分についてはＡで整理を

いたします。それから、公共性の高いものにつきましてはＢ票での整理を行います。今回の歩

道については、公共工事によるものでありますので、Ｂ票で整理をさせていただいて、それ以

外の一般の除外についてはＡ票で整理をしておるという状況でございます。 

○委員 今後、これらについては農業委員会に申請が出てくるんですか。 

○事務局 失礼いたします。 

  Ａ票で整理をしたものについては、今後農地法の申請があるということになります。Ｂ票に

ついてはございません。以上です。 

○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。 

  議案第５号、丹波農業振興地域整備計画の変更に係る意見について、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５号、丹波農業振興地域整備計画の変更に係る意見に

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６号 １番～ 

 

○議長 続きまして、議案第６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 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。 

  丹波市長より、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

依頼を受けたため、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、１月１６日、現地

調査を行いました。結果、農業振興地域の農用地区域外であること、空き家に隣接しているこ

と、現在、何ら耕作されていないが、現況が復旧困難な農地で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。 

○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、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７号 ～ 

 

○議長 続きまして、議案第７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７号、朗読。 

○議長 それでは、番号１番について、氷上地域委員会からの確認報告をお願いいたします。 

○委員 １番の案件でございますけれども、これは２ページの写真を見ていただいたらわかりま

すように、山林化になっておりますけれども、一部栗の木が植えてあるということで、栗の分

を分筆していただきまして、残りの分は山ということで、２つに分けていただいております。

栗の分は畑、山になっている部分は山でということで現地を確認しております。 

  それともう一つ、３ページでございます。これは同じくその隣でございますけども、これは

もう全て大きな木が生えております。完全に山になっておりますので、山で間違いないんじゃ

ないかなというふうに思っております。以上です。 

○議長 変更なしと、そのままですね。 
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○委員 はい。変更なしです。そのままです。 

○議長 続きまして、番号２番、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 田んぼが９４筆、畑が５１筆です。５ページの４番、これは雑種地となっておりますが、

畑と回答させていただきたいのと、１０ページの９５番、これも宅地になっておりますが、畑

と回答させていただきたい。それから、１２ページ、１２７番、雑種地となってますが、畑の

まま残していただきたいということで、３筆の変更をしたいと思います。 

  それと、ちょっと意見なんですが、地籍調査をする業者につきまして、測量するのが邪魔く

さいんか何か知らんけど、宅地に一緒にしときなはれとか、そういうことをどうも言うとるん

じゃないかという趣旨が見受けられます。そこらは地籍調査の方で厳しくしていただきたい。 

それと、こうやって出てくるんですが、一々ややこしい所を見るんやったら、そこへ地域の

農業委員と一緒に出てきていただくとか、そういう前もってのことをやっていただかんと、書

類をぼんっと行ってくれと渡されましても、中には見にくい場合がありますので、お願いした

んですけど。今後、検討をしていただくようによろしくお願いいたします。以上です。 

○議長 ちょっとまとめますと、山南地域委員会としての回答内容ですが、番号４番は農地と判

断、９５番は農地と判断、１２７番も農地と判断という回答ですね。 

○委員 はい。 

○議長 以上、確認報告が終わりました。 

  これ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、採決をとりたいと思います。 

  議案第７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１番、氷上

地域におきましては照会のとおり、番号２番、山南地域におきましては、３筆が雑種地と宅地

になっておりますが、農地という判断で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７号、地籍調査事業における農地の転用事実に関する

回答につきましては、番号１番、氷上地域では照会のとおり、山南地域におきましては、３筆

が農地という回答をいたします。その他は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。 

○会長 先ほど御意見がございました、この地籍調査の地目認定のやり方、進め方ですね。地籍

調査によって農地以外のものに地目変更しようという時に、これはどうなんやというのを事前

に農業委員も一緒に現地を確認するというシステムにできへんかという御意見やったと思いま

すけど、そういうことでよろしいですね。それについては、地籍調査の担当の方もありますの

で、ちょっと相談をさせていただくと、何かしらの形でそれができるものなのか、どうなのか

ということをちょっと相談をさせていただきたいなと思います。御要望のとおりになるとは、

ちょっと何とも言えないですけど、ちょっと今日終わった後にでも行って話を聞いてみたいな

と思いますので、お任せを願えたらというふうに思います。 

 

～議案第８号～ 

 

○議長 続きまして、議案第８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
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たします。 

○事務局 議案第８号朗読。 

○議長 それでは、柏原地域委員会からの確認報告でございますが、農業委員会等に関する法律

第３１条に該当する方がおられますので、退席をお願いします。 

（該当委員退席） 

○議長 失礼しました。一番最後に１２ページもございますが、農地中間管理事業も番号に入っ

ておりますので、この件も一緒にお願いいたします。 

○委員 １月１６日に柏原地域委員会で１番から１０番を確認しましたところ、８番を除く全て

の農地が農地パトロールにおいて耕作放棄地の対象となった農地でした。農業委員なり最適化

推進委員さんが土地所有者や利用権設定者、また地域の大型農家さんに何度も足を運びながら

新たな利用権設定者を探した経過がございます。８番の会社については、この地域においても

利用権を設定されており、農地についてもきっちりと利用されておりますので問題ございませ

ん。 

  それで、１番から１０番については、放棄田の解消になったということでございます。 

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

第１８条第３号の各要件を満たしていると考えられますので、決定することに特に意見はあり

ません。 

○議長 確認報告が終わりました。 

  それでは、議案第８号、農用地利用集積計画の決定について、柏原地域における決定でござ

いますが、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８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をお願いいたします。 

○委員 １月１５日に氷上地域委員会におきまして、番号１１番から２５番まで、中間管理機構

の分を含めまして確認をいたしましたが、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。以上です。 

○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 ２６番から３２番、それと中間管理機構の３３番につきまして、１月１５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号の各要件を満たしておりますので、決定するこ

とに異議はありません。 

  以上です。 

○議長 続きまして、春日地域委員会からの確認報告をお願いいたします。 

○委員 ３４番から４８番まで確認いたしましたが、全ての農地について効率的に耕作し、農作

業に常時従事する等、農業経営基盤強化促進法第１８条第３号の各要件を満たしていると考え

られますので、決定することに異議はありません。 
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○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 ４９番から５４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号の各要件を満たしていると考えられ

ますので、決定することに特に意見はありません。 

  それと、５１番ですけど、利用権を設定する人から、誰か作ってくれる人はないかというこ

とで、農業委員会の方に相談がありまして、地元の方にお願いしたりして、この方を選んで受

け付けていただきました。以上です。 

○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 １月１４日の地域委員会で５５番から６３番までを確認しました。また、５７番から６

０番までは遊休農地を引き受けていただくということで、これも解消しております。 

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

１８条第３号の各要件を満たしていると考えられますので、決定することに特に意見はありま

せん。以上です。 

○議長 確認報告が終わりました。 

  これらにつきまして、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、採決をとります。 

  議案第８号、農用地利用集積計画の決定について、氷上、青垣、春日、山南、市島地域にお

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８号、農用地利用集積計画の決定について、氷上、青

垣、春日、山南、市島、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、朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。市島地域委員会からの補足事項はございませんか。 

○委員 これは河川の災害復旧工事に当たり、その工事用進入路を利用するということですが、

申請前に工事が始まっておりましたので、始末書を出すように指導しました。結果、この度は、

岩戸川河川災害復旧工事に当たり、農地の一時利用の届出を失念し、事前着工をしてしまい申

し訳ありませんでした。今後、このようなことがないよう、事前に書類の提出を心がけます。

○○という始末書が付いております。以上です。 

○議長 番号１番について、質問等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 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。 

 

～報告第２号 農地の形状変更届について～ 



 - 30 - 

 

○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番朗読。 

○議長 それでは、山南地域委員会からの補足説明はございませんか。 

○委員 ありません。 

○議長 特にないようですが、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２号、農地の形状変更届につきましては、御承知お

き下さい。 

 

～報告第３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３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３号、朗読。 

○議長 ２箇所の電気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４号 公共工事の届出について～ 

 

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

○事務局 報告第４号、朗読。 

○議長 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５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５号、農業経営改善計画の認定について、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 報告第５号、農業経営改善計画の認定について、御承知おき下さい。 

  これをもちまして、第１０回定例総会を終了します。 
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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２年１月２７日 

 

            議     長                   ○印  

 

 

            議事録署名委員（ ８ 番委員）            ○印  

 

 

            議事録署名委員（ ９ 番委員）            ○印  


