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令和元年度 第 11 回定例総会議事録 

  

１．日 時  令和２年２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 （２３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） 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 （１名） 

       12 番 秋山佐登子 

    

○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 農地転用許可条件の変更申請承認について 

議案第 ５ 号 非農地証明願承認について 

  議案第 ６ 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 ７ 号 農用地利用集積計画の決定について（別冊） 

  報告第 １ 号 農地の一時利用の届出について 

  報告第 ２ 号 農地の形状変更届について 

  報告第 ３ 号 農地法施行規則該当転用届について 

  報告第 ４ 号 公共工事の届出について 

 

 

５．閉会 
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１．開会 

 

○議長 第 11 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 

 （小倉一郎会長挨拶） 

 

○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急遽ご欠席という連

絡をいただいております。よって、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３４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１６番及び

１７番の案件につきましては、申請者の都合により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。 

それに併せて、７２ページをご覧下さい。農地の一時利用の届出ということで、今の５条の

議案に係る一時利用ということで、３番の案件なんですが、併せて取下げがされておりますの

で削除をしていただきますようお願いいたします。 

更に、訂正をお願いいたします。５３ページまでお戻り下さい。議案第３号、農地法第５条

の規定による農地等の使用貸借設定許可申請承認についての１番、農地区分が第２種農地とな

っておりますが、これを第３種農地に訂正をお願いしたいと思います。 

もう１点お願いします。８０ページをご覧下さい。報告第２号、農地の形状変更届について

の１番、申請人の住所が○○市○○市となっておりますが、○○市を削除いただきますようお

願いいたします。たいへん申し訳ございませんでした。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１０番足立俊哉委員、議席番号１１番足立信昭委員、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～ 

 

○議長 日程４、議事に入ります。 
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  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。 

○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、先月、下限面積１アールを設定した農地を住宅の購入と併せて取得しようとす

る申請で、６ページに地図を付けております。 

  申請者は、○○県の住所となっておりますが、地図にある住まいるバンクの住宅を購入する

という契約書が添付されております。地域委員会としましては、農地法第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。 

  譲渡人は、地図にある○○氏の相続人で○○町にお住まいですが、所有の他の農地について

は近所の人に利用権設定をして貸されております。御審議のほどよろしくお願いします。 

○議長 確認報告が終わりました。 

  それでは、番号１番について意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので採決をとります。 

 番号１番について、許可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、事務局説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第１号、２番朗読。 

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

○委員 番号２番を、○番○○が御説明いたします。 

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

添付しております。 

  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、備考欄に誓約書添付とありますが、平成元年頃に自宅の敷地の一部に農業用倉庫を建

築されております。速やかに、非農地証明願を提出するという誓約書でございます。以上です。 

  御審議よろしくお願いいたします。  

○議長 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、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、３番、４番、５番朗読。 
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○議長 事務局の説明が終わりました。それでは、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、３番を○番○○が説明をいたします。 

  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もので、図面は８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、この相続財産管理人が管理している残地が４筆あり、その４筆は山沿いの方にありま

して、全て栗が植えてあります。その管理につきましては、同じ集落内の方が管理していると

いう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。以上です。 

○委員 それでは、４番と５番を○番の○○が説明をいたします。 

  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、図面は９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。 

  譲渡人の農地があと５筆残っておりますが、これらは利用権設定をして耕作をされておりま

すことを報告いたします。 

  続きまして、５番を○番の○○が説明をいたします。 

５番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、図面は１０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、誓約書が添付されておりますので説明します。娘が結婚するため、新居を急いで建て

たもので、農地法の申請をしておらず済みませんでしたということで、非農地証明の手続きを

来月しますということです。よろしく審議のほどお願いいたします。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、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。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がございませんので、採決をとります。 

 番号４番について、許可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。 

（「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、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。 

 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、６番、７番、８番、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、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 ６番を議席○番の○○が説明いたします。 

  ６番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、１１ページに地図

を付けております。 

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

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

確認しております。 

  譲渡人にはまだ農地がございまして、譲受人が利用権を設定して田んぼを作っているという

ことです。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

  続きまして、７番ですが、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。 

譲渡人はまだ田んぼを持っておられまして、自分で管理をしておられます。 

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員 ８番を○番○○が説明いたします。 

  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、１３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。 

  譲受人は、譲渡人の叔父さんにあたります。この他にも１筆農地が残っておりまして、それ

も現在手続き中で、それについても譲受人に渡すという方向で進められているということです。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員 ９番を、議席○番の○○が説明します。 

  ９番は、売買により農地を取得し、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。 
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  地域委員会としては、農地法第３条第２項の各号の全部効率利用要件、農作業の常時従事要

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

しております。 

  なお、譲渡人の所有する農地はまだたくさん残っておりまして、引き続き耕作をするという

ことでございます。 

なお、誓約書添付とありますが、譲受人の自宅がすぐ近くにある訳ですが、その離れが農地

に建っておりまして、非農地の申請を後日きちんとするという誓約書でございます。 

  御審議のほどよろしくお願いします。 

○委員 続きまして、１０番を○番○○が説明いたします。 

  １０番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、１５ページに地

図を付けております。 

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

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

しております。 

  １５ページの地図を見ていただいたらわかるように、３筆を１枚の農地として利用している

もので、今後、葡萄を植えて管理するということです。 

譲受人につきましては、○○という、にんにくを栽培して販売する会社を経営しております

ので、地域の農業の中心としてされている方で、地元農会等の了解も得られていることを確認

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りますので、農業経営は廃止されるとい

うことです。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員 １１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。 

なお、譲渡人は今回の申請で農業経営を廃止されます。 

誓約書添付ですが、農地に農業用倉庫を設置されていまして、近く、第４条の申請予定です。 

  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、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  番号７番について意見等はございませんか。 

（「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。 

  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 意見等がないようですので、採決をとります。 

 番号９番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

番号１０番について意見等はございませんか。 

（「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。 

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。 

  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、１２番、１３番、１４番、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 番号１２番から１６番を、○番○○が説明させていただきます。 

  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、地図は１７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。 

  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ことで、１８ページに地

図を付けております。 
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  地域委員会としては、農地法第３条第２項の各号の全部効率利用要件、農作業の常時従事要

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

しております。 

  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、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、２０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、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。 

  １４番に誓約書とありますが、この誓約書は、宅地になっている所が４筆ありまして、その

内２筆につきましては非農地証明を後日出していただきます。あと２筆につきましては、４条

の申請をしていただきます。時期は、５月頃ということでお願いしております。 

  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。 

  続きまして、番号１３番について意見等はございませんか。 

○委員 譲渡人は○○市の方なんですが、これで田んぼは終わったんですか。 

○委員 済みません。あと２筆ありまして、親戚の方が管理をされておりまして、利用権設定を

お願いしております。 

○委員 はい。わかりました。 

○議長 その他に意見等はありませんか。 

（「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。 
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  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。 

  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。 

（「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、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、１７番、１８番、１９番、２０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

しますが、その前に、番号１７番につきまして、農業委員会等に関する法律第３１条に該当す

る方がありますので、退席をお願いいたします。 

（該当委員退席） 

○議長 それでは、番号１７番について確認報告をお願いします。 

○委員 １７番を○番○○が説明いたします。 

１７番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、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。 

  なお、譲受人は地元の認定農業者で、大々的に農業を担っておりますので問題はないと思い

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１７番について意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので採決をとります。 

 番号１７番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１７番は許可すべきものと決定いたします。 
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復席をお願いいたします。 

（該当委員復席） 

○議長 では、１８番から説明をお願いいたします。 

○委員 １８番、１９番を○番○○が説明いたします。 

１８番は、農地を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、２３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、一番下の○○番地ですけど、進入路が地元自治会の雑種地であり、そこを通って農地

に進入するという許可も取ってあります。 

１９番も、農地を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、２３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、譲受人は地元の認定農業者であり、地元の担い手として農業をされておりますので、

適合しておると思います。 

２０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、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、譲受人は、○○からの移住者であり、○○でも家庭菜園を営んでおられまして、耕耘

機は持っているということです。この農地は、譲渡人が梅を植えておられ、その梅の栽培を引

き続きされるということで、居住地はこの農地に囲まれた○○さんという家に現在住まわれて

おります。 

  １８番、１９番の譲渡人の農地はこれでなくなり、農業経営を廃止されます。 

２０番の譲渡人には、残地が２筆ありますが、利用権が設定されており、耕作されておりま

す。以上、御審議よろしくお願いします。 

○議長 確認報告が終わりました。 

番号１８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。 

 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 意見等がないようですので、採決をとります。 
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 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。 

 番号２０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） 

○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。 

 

～議案第２号 １番、２番、３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、氷上地域委員会からの確認報告をお願いいた

します。 

○委員 １番を○番○○が説明します。 

  申請地の農地区分は、街区の面積の７４パーセントを宅地が占めており、街区ということで

第３種農地になります。転用面積は３７６平米で妥当であり、資金力も転用面積の妥当性も、

地域の同意も得ております。ということで、周辺農地の営農への支障はないものと思われます。

地図を見てもらったら、申請地の１枚おいて左側が申請者の自宅であります。代替地を探して

おりましたが、一番近い田んぼが当該地でした。他はもう、○○区の中の方にありまして、こ

こが一番適当だということで申請されております。 

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。 

 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。 

  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、青垣地域委員会からの確認報告をお願いいた

します。 

○委員 ２番を○番○○が説明します。 

 ２番は、農業用作業所を建設するための転用です。図面は２８ページに付けております。 
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  申請地の農地区分は、農振農用地と判断をいたしました。 

地域委員会としましては、代替地の検討表、自治会等の同意書、資金計画等も添付されてお

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。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。 

 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。 

  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２号、３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 ３番を○番の○○が説明いたします。 

  ３番は、露天駐車場と作業場として転用するための申請で、図面は２９ページに添付してお

ります。 

  申請地の農地区分は、街区の面積に占める宅地面積の割合が４０パーセントを超えるため第

３種農地と判断しております。 

  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がないことを確認しています。 

  なお、この土地については、申請人の共同作業場がございまして、その周辺につきましては、

以前協議いたしました、○○が今造成をしております。その周辺につきましても、申請人が管

理をされている所がございますので、十分に今後とも草刈りをする、当初は草刈りの管理がで

きておりませんでしたので、相当きつく言っておりますので、ここも含めてこの周辺につきま

しては十分管理するものと思っております。 

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。 

 番号３番について意見等はございませんか。 

○委員 この図面を見る限り、街区に該当するかどうか判断がつきにくいんですけど。もう少し

大きな図面ならわかりやすいと思うんですけど。 

○議長 事務局、説明をお願いします。 

○事務局 失礼します。先程、○○委員からご質問のありました、街区と判定した際の図面を事

務局で持っておりますので、後刻配布させていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

○議長 ここで、暫時休憩とします。 

（休 憩） 

（再 開） 
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○議長 再開します。 

 ３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。 

  番号３番について、許可相当と意見を付して進達することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号３番は許可相当と意見を付して進達すべきものと決定い

たします。 

 

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

１１番、１２番、１３番、１４番、１５番、１番、１番、２番～ 

～議案第４号 １番～ 

～報告第１号 １番～ 

  

○議長 議案第３号、農地法第５条の規定による許可申請承認について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、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、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号１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ございます。図面

は３５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、街区の面積に占める宅地面積の割合が６４．９パーセントと、４０パ

ーセントを大きく超えており、申請地周辺は戸建住宅がたくさん建っているため、第３種農地

と判断してもいいと考えます。 

  転用することに、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。 

  次に、氷上町の案件を、事務局説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第３号、２番、３番、４番、５番、報告第１号、１番朗読。 
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○議長 事務局の説明が終わりました。それでは、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、２番について○番の○○が説明いたします。 

  ２番は、売買により○○区の運動場を拡張したいということで、申請が出てきたものです。

図面は３６ページに付けております。 

  申請地の農地区分は、南側の道路に上下水道が埋設されており、ここから直線で５００メー

トル以内に医療機関が２軒ありますことから、第３種農地と判断されます。 

  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。 

また、転用面積は、今の運動場では狭いということで、実はここの左側に駐車場兼運動場が

あったんですが、もう少し運動場を広くしたいということで出されております。 

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ことを確認しており

ます。以上です。 

○委員 ３番を、○番の○○が説明いたします。 

  ３番は、農地を売買により取得し、一般住宅を建築したいという申請です。図面は３７ペー

ジに示しているとおりです。 

  申請地の農地区分は、上下水道が埋設されている道路の沿道にあり、かつ５００メートル以

内に病院、小学校が存在するため第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、転用面積は必要最小限のものであり、農地法第５条第２項各号には該当せず、いずれ

も申請内容に問題はないと判断しております。 

譲受人が２名であるのは、一戸建ての住宅の中を、半分に分けて二世帯として利用されるも

のであり、玄関等も２箇所設置されております。譲渡人は、これをもって農業経営は廃止とな

ります。 

また、この申請につきまして、始末書が添付されております。この農地には、譲渡人の親が

土地の一部に農業用倉庫を建てており、手続きをしないまま現在に至った状態で、農地法の理

解が浅かったと深く反省をしており、今後は農地法を遵守いたしますという内容の始末書が添 

付されております。御審議のほどよろしくお願いします。 

○委員 ４番を、○番の○○が説明いたします。 

 ４番は、農地を売買により取得し、太陽光発電設備を設置するための申請です。図面は３８

ページに示しています。 

  申請地の農地区分は、農業公共投資の対象となっていない小集団の農地であるため、第２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、当該農地には抵当権が設定されておりますが、抵当権者の同意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項の各号には該当せず、いずれも申

請内容に問題がないことを確認しております。 
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なお、申請者と当該自治会と隣接自治会とは、太陽光発電設備設置についての協議書が締結

されております。説明会も開催しております。更に、申請面積が１，０００平米を超えており

ますので、市への開発申請も出されております。ご審議のほどよろしくお願いします。 

また、同時に工事車両の進入路として、一時利用の申請もされております。先程事務局から

説明があったとおりでございます。同じく、３８ページの地図に示しているとおりでございま

す。以上です。 

○委員 ５番を、○番の○○が説明いたします。 

  ５番は、農地を売買により取得し、露天駐車場と進入路として転用するための申請です。図

面は３９ページ、４０ページに示しています。 

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

ため第２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。 

  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

容に問題がないことを確認しております。 

また、経過書が添付されておりますので読み上げます。この度、○○が、農地法第５条によ

り取得しようとする、氷上町御油○○番の農地については、昭和初期、○○地区において防火

水槽の設置が必要となったため、○○さんのお父さんの所有であった畑の一部をお借りしまし

た。今回、○○が駐車場として転用されますが、防火水槽については現状のまま、自治会が利

用しますという内容の経過書が付いております。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。 

  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。 

  番号３番について意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号３番について、許可相当と意見を付して進達することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号３番は許可相当と意見を付して進達すべきものと決定い

たします。 

  続きまして、番号４番について意見等はございませんか。これに付随しまして、農地の一時

利用の１番について、質問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。 
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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。また、７２ページの農地の一時利用の届出の１番につきまして、御承知おき下さい。 

  番号５番について意見等はございませんか。 

○委員 済みません。この譲渡人ですが、○○の人なので、残地はこれでなくなります。 

○議長 はい。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。 

  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３号、６番、７番、議案第４号、１番朗読。 

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

します。 

○委員 ○番○○が、事務局から説明があった順に説明します。 

まず、５９ページの許可条件の変更申請の方から説明をさせていただきます。この案件につ

きましては、令和元年の９月２８日付で許可がされたものでございますが、当初予定をされて

おりました資材置場の計画が、仕事が大幅に増加したということで、どうしても狭い、それと

工場なり以前からあった資材置場は同じレベルの高さであったんですが、この農地については

少し低い所で盛土をして資材置場とするという計画であった訳なんですが、そうしますと、作

業量や時間的にスムーズにいきませんし、面積的にも一段低いとなると十分に活用できないと

いうことになるということで、当初予定していた盛土の高さを高くして、工場のある土地と一

体的に利用したいということで、こうした変更の内容になっております。御審議よろしくお願

いいたします。 

  次に、３２ページの６番でございますが、４１ページ、４２ページに地図を示しております。 

  申請地の農地区分は、インターなり病院が近くにございますので、第３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ており、周辺農地の営農への支障はないものと思われま

す。 

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

内容に問題はないことを確認しております。 

また、４２ページの図面を見ていただきますと、ちょうど真ん中辺りに水路と里道がありま

して、それを付け替えるということで新設水路と表示がされております。そのことにつきまし

て、丹波市の方に付け替えの申請がされておりまして、１月２７日に丹波市で受付をされてお

りました。  

また、工場と従来の資材置場、それから今回計画の３筆の面積を合わせますと、２，５７１．

７１平米という広大な面積になっております。そういったことから、県の方にも事前協議がさ

れておりまして、県民局で１月２７日に受付がされております。 
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御審議のほどよろしくお願いします。 

○委員 ７番を、○番○○が説明させていただきます。 

  ７番は、農地を売買により取得し、太陽光発電設備を設置するための申請で、図面は４３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、かつ農地の集団規模が１０ヘクタ

ール未満のため第２種農地と判断されます。周辺で代替地を検討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。 

隣接所有者、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。 

なお、パネル枚数が２１２枚、４９．５キロワットということで申請が出ております。 

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６番と、５９ページの１番について併議とさせていただきます。 

番号６番と、５９ページの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 意見等がございませんので、採決をとります。 

  番号６番及び５９ページの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６番及び５９ページの１番について、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。 

（「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３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○○が説明いたします。８番は、売買により露天資材置場として利用するた

めの申請です。図面は４４ページに示しているとおりです。 

  申請地の農地区分は、○○駅から３００メートル以内にあるため第３種農地と判断しており

ます。また、この譲受人が図面の右側にあります宅地を開発するために、周辺で資材置場を探

しておられまして、この隣接する農地が選定されました。そのような中で、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。 
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  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。 

  譲渡人につきましては、他の農地は適正に管理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。 

○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、１２番、１３番、１４番、１５番朗読。 

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

します。 

○委員 ９番を、○番○○が説明します。 

  ９番は、売買により露天駐車場及び車庫として利用するための申請です。地図は４５ページ

と４６ページです。 

  申請地の農地区分は、○○駅が５００メートル以内にあることから、第３種農地と判断され

ると考えます。 

○議長 ○○さん、２種です。 

○委員 ごめんなさい。第２種です。 

  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。 

  始末書添付は、譲渡人から出ております。読ませていただきます。私が、平成１８年から農

地法の手続きをしないで、盛土をして石置場として平成２９年まで利用しておりました。それ

以降は、耕作しないで放置しております。農地法に基づく農地転用の許可申請の義務を怠りま

したことを深くお詫びいたします。谷川○○の○の１５平米と、○○の○の９２平米の農地で

す。以上です。 

○委員 １０番を、○番○○が説明します。 

  １０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。地図は４７ペー

ジです。 

  申請地の農地区分は、住宅等が連たんする区域で、街区の面積に占める宅地面積が４０パー

セントを超えるため、第３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おります。 

  申請者は、○○にお住まいですが、この申請地の１００メートルほど南に行った所に実家が

ございますので、ここを申請したということでございます。 
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  御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員 １１番から１５番を、○番○○が説明します。 

  １１番は、売買により太陽光発電設備として利用するための申請です。地図は４８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おります。 

  １２番は、売買により太陽光発電設備として利用するための申請です。地図は４９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おります。 

  １３番は、売買により太陽光発電設備として利用するための申請です。地図は４９ページと

５０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おります。 

  １４番は、売買により太陽光発電設備として利用するための申請です。地図は５１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おります。 

  １５番は、売買により太陽光発電設備として利用するための申請です。地図は５１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おります。 

  １１番は、１２６枚の３８．５キロワット。 

１２番は、３９６枚の１１６．８キロワット。ここは、開発申請をされております。 

１３番は、３９６枚の１１６．８キロワット。ここも、開発申請をされております。 
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１４番は、１６０枚の４９．５キロワット。 

１５番は、１３２枚の５２．８キロワットです。以上です。 

  御審議のほどよろしくお願いします。 

９番の４５ページの地図の斜線の真下くらいが、○○駅でありまして、５００メートル以内

にあります。それと、この地図の右上が譲受人の住宅兼事務所でありまして、ここの３階から

申請地が良く見えて、今、こういう設備屋さんの盗難がよくありまして、ここから夜でも良く

見えるのでいい所なんやとお聞きしております。 

○議長 確認報告が終わりました。 

  それでは、番号９番について意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号９番について、許可相当と意見を付して進達することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号９番は許可相当と意見を付して進達すべきものと決定い

たします。 

番号１０番について意見等はございませんか。 

（「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。 

番号１１番について意見等はございませんか。 

○委員 １１番は、譲受人が会社員なんですが、この事業者は太陽光発電の業者となるのか、こ

の譲受人と事業者というのが別にあるのか、そのあたりはどうなんですか。出資だけされてる

のか、この人がこの事業を行うのか。 

○委員 この人が事業をされるんやと思います。 

○事務局 失礼いたします。事務局でございます。経産省への届出を確認しますと、譲受人個人

の届出となっておりますので、今回の事業者は譲受人であると理解しております。 

○議長 よろしいですか。 

○委員 はい。 

○議長 その他に意見等はございませんか。 

○委員 済みません。最後の方聞こえにくかったんで、もう１回お願いします。 

○事務局 経産省への届出によりますと、譲受人個人の届出でありますので、譲受人個人が事業

者であると理解しております。以上です。 

○委員 つまり、業者でなくても、個人がここで太陽光の事業やりたい言うたら、やれるという

ことですね。  

○事務局 そうです。 

○委員 買受人がこの事業をやるということですね。珍しいね。わかりました。 

○議長 その他に意見等はございませんか。 



 - 21 - 

（「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。 

○委員 済みません。事務局、ちょっと教えて欲しいんですが、こういうふうに個人が売電事業

をする場合、よそは知りませんが、うちは積立金、もし倒産した場合、その設備を処理するお

金を積立てしとかなあかんわね。そういうことも個人がやるんですか、全部。 

○事務局 事務局です。御質問ありがとうございます。今、質問がありましたように、去年の７

月に経産省の方に来ていただいて、太陽光事業とは何ぞやということで研修をしていただきま

した。その中で、今後近い将来には、太陽光発電設備を設置された場合、いつかは撤去しない

といけない。その撤去費用について、積立てなさいよというルールが決められつつあります。 

それを自分自身でちゃんと貯金しておきなさいという内部留保にするのか、例えば外部団体

での外部留保にするのか、それはまだ検討中でございます。確定ではないんです。間もなくな

るだろうというところです。 

○委員 では、そのようにまだ検討中ということなら、今まで売電事業で出てきたやつは全て積

立てはなくて、今まで許可したやつについては、例えばその事業から撤退するとか、株式会社

やったら倒産したら、その時に発生する負の財産、つまり借金とか処理費用等、全く出さなく

てもいいっていうことになりますね。株式会社はそうですよね。責任が有限であるのでね。じ

ゃあ、今まで株式会社で出てきたやつは、地元にそのまま残るということになりますよね。倒

産した場合。 

○事務局 実は、そのことも当然検討の課題になっておりまして、結論的に、このルールが施行

された場合に、遡って留保しなさいよとなるのか、大体耐用年数は３０年から５０年となって

ますから、これから先は留保しなさいとなるのか、先に経産省が許可した所については、もう

いいよとなるのか、結論はまだいただいておりません。情報が入り次第お知らせしたいと思い

ます。 

○委員 事務局長に聞きますが、今の情勢として、県とか上級官庁とかは、この問題については

避けて通れない問題だと思います。どういう方向で行くと言われてますか。上級官庁は。まだ

わからへんの。 

○事務局 とにかく、この太陽光発電事業につきましては、新エネルギーをもっともっと活用し

ていきなさいという、国のルール、意志の中で進んでおります。そうした中で、最終的に誰か

が撤去せなあかん。その費用はどこかに見込んでおかなあかんと。どうすれば、施行前施行後

の方に対して、不公平のないようにできるのかということで、国が判断を下されると思います。 

  そうなった時には、それに見合う形で地域の中に周知をかけていかなければならないと。そ

れが行政の役割であろうと考えております。ただ、今は農業委員会の定例総会の場でございま

すので、直接的にはお答えしにくいところがあります。 

○委員 もう１回。こういう、最後まで責任を取るということは、他市や他県ではやっている所

はないんですね。 

○事務局 現在のところは、確認しておりません。 
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○委員 あ、そう。確認を取っていないのか、情報が入っていないのか。 

○事務局 情報として入ってきておりません。 

○委員 わかりました。 

○議長 次に移ります。 

番号１２番について意見等はございませんか。 

○委員 この人の残地は。聞きそびれたかもしれませんが。 

○委員 どなたですか。 

○議長 １２番、１３番。 

○委員 ５条の場合も残地いりましたか。３条だけじゃないんですか。 

○議長 残地の確認は３条だけ。 

○委員 そうですか。済みません。 

○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。 

番号１３番について意見等はございませんか。 

○委員 この５０ページの地図がよくわからないんですけど。もう少し詳しく説明してもらえま

すか。○○の○との関係。 

○事務局 失礼いたします。まず、４９ページを御覧下さい。図面で言いますと北東側になりま

すが、○○番○と書いております。こちらが議案で言いますと番号１３番の申請地であります。

こちら、北側の山林との一体開発になりますので、黒い実線で囲んでおります。これが、○○

番○になっておりまして、登記現況共に山林になってございます。申し合わせ事項の中で、一

体開発の場合は図面を添付するということになっておりますので、５０ページでございますが、

○○番○と○○番○とを合わせたもので開発されるということで、平面図を付けております。

以上です。 

○議長 よろしいですか。 

○委員 はい。 

○議長 他に意見等はございませんか。 

（「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。 

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。 
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  番号１４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１４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１５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、５３ページ、農地法第５条の規定による農地等の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、○番の○○が説明します。 

 １番は、譲受人が農家住宅を建築するため、親との間で使用貸借権を設定し、転用するための

申請です。図面は、５４ページに示しているとおりです。申請地の農地区分は、街区の面積が

７，７００平米で、宅地の面積が４２．５パーセントなので、第３種農地と判断いたしました。 

周辺で代替地を検討されましたが、適切な土地がなく今回の申請になりました。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。 

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。 

  始末書が付いておりますので朗読させていただきます。上記の土地の一部に、昭和５９年頃、

私の夫が農業用倉庫を建てました。その際、農地法の手続きをしていたはずですが、もしして

いなかったら申し訳ございませんという内容です。以上です。 

○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。 

  次に、５５ページ、農地法第５条の規定による農地等の使用貸借・一時許可申請承認につい

て、事務局説明をお願いします。 

○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、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 番号１番を、○番の○○が説明します。 
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 １番は、農地の一部をかさ上げし、進入路として利用するための申請です。地図は５６ページ

に付けております。 

進入路を確保するための申請で、７４９平米の内、１０４平米をかさ上げして進入路としま

す。目的は、当該農地の申請地の東側、山側に位置するため池３，９５７平米を埋め立てるた

めの進入路を確保したいというものです。申請地の農地区分は、農用地区域内となるために、

市長から、当該農地を一時的な利用に供するもので、農地に復元するため丹波農業振興地域整

備計画に支障を及ぼす恐れはないという意見書をいただいております。 

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、農地に復元されることも確実であり、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。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、○番の○○が説明します。 

  ２番は、森林整備を行う資材を一時的に置くための一時転用の申請です。地図は５７ページ

に付けております。 

申請地は、土地改良事業が施行された土地ということで、第１種農地と判断しております。 

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、農地復元確約書も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しております。 

なお、現地は既に一部造成されていたため、一時転用申請を失念していたことへの謝罪の始

末書が添付されております。 

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

始末書を読ませていただきます。今般、下記土地に一時的に資材置場を設置するにあたり、

担当者間の説明不足等により、農地転用許可申請を怠り、令和元年１２月５日より砕石置場と

して無断転用しておりましたことを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、農地法を遵守いたしますので、今回の申請につきましては、御受理下さいますようよろ

しくお願いいたします。以上でございます。 

○議長 確認報告が終わりました。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。 
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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５号 １番、２番、３番、４番、５番、６番、７番、８番～ 

 

○議長 再開いたします。続きまして、議案第５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５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、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、地目変更をするための非農地証明願です。図面は２８ページに示しています。 

  ２月１３日に現地を確認したところ、現地は農作業場と山林となっておりました。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。 

  また、農地でなくなった時期は昭和６３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。 

  続いて、２番は、地目変更をするための非農地証明願です。図面は６３ページに示していま

す。 

  ２月１３日に現地を確認したところ、現地は倉庫となっておりました。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。 

  また、農地でなくなった時期は昭和５２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。 

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） 
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○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。 

  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５号、３番、４番、５番朗読。 

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

します。 

○委員 ３番を、議席○番の○○が説明いたします。 

  ３番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は１１ページに示しています。 

  ２月１４日に現地を確認したところ、現地は露天駐車場になっており、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影響がないと見込まれます。 

  農地でなくなった時期は平成元年頃からで、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。 

○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６４ページに示しています。 

  ２月１４日に現地を確認したところ、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。 

  また、農地でなくなった時期は昭和５０年頃からで、地元自治会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。 

○委員 ５番を、議席○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６５ページに示しています。 

  ２月１４日に現地を確認したところ、現地は作業場となっており、農地への復旧は困難であ

ります。 

  農地でなくなった時期は昭和４８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。 

  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。 
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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。 

  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５号、６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 ６番を、議席○番の○○が説明いたします。 

  ６番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は６６ページに示しています。 

  ２月１２日に現地を確認したところ、現地は露天駐車場と露天資材置場になっており、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６番について意見等はございませんか。 

○委員 これ、○○さんていう申請人なんですが、たぶん○○の駐車場に貸されるんやないかと

思うんですが、そのへんの内容が詳しくわかればお願いします。最初から、駐車場として利用

されてたのか。それとも、何か理由があるのか。大きな面積なので。 

○委員 最初から駐車場。 

○委員 役職の方が駐車場として持っておられたのか。どんな理由なのかと思って。 

○議長 ○○さんとの関係を聞かれとるんですね。 

○委員 関係とは。 

○議長 ○○に住んでおられるからという意味で。 

○委員 以前は、近くに住んでおられまして、近くの会社に勤務しておったのですが、退職して

○○へ行って、少しの間住民票はここに置いておったんですけど、今、やりたい仕事があるか

らと言って、○○に住所を置いて、○○と○○を行き来しておられます。 

○委員 ２，４００平米からあるからね。どういう経過やったんかと思って。 

○委員 ○○へ貸しとったんです。それで、今度家も何もかも処分しようとして、これが出てき

たということでございます。 

○委員 事務局。これ、面積が大きいんやけど、市の他法令関係で引っかかる面積ではないんで

すか。これ、勝手にやっとるから、今更他法令で縛ることはできないということでしょうか。 
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○事務局 事務局です。例えば、これから新規でやる場合、２，０００平米を超えたりすると駐

車場や資材置場であっても、開発の指導要綱による届出をして承認をもらわなければならない

んですけど、今回の場合、非農地証明願を出されるということは、昭和４６年の案件になりま

すから、開発指導要綱ができたのが合併後の話になりますからね。過去に遡って申請しなさい

ということはあり得ないことになります。農地法でも、今からとなると４条申請や５条申請に

なるんですけど、過去からこの状態やったということで、農地法のルールの中で、先程朗読い

ただいたように、おそらく２０年以上農地じゃない状態である、農振農用地ではない、このま

ま農地でない状態であっても、周辺の農地に影響はないから、農地法上非農地証明という手続

きがある。ただこれは、何らかの形で地目変更しようとすれば、許可書か非農地証明書がなけ

れば、地目変更できないんだということを理解していただければと思います。 

○委員 大規模開発は２，０００平米以上。これ、市の大規模開発に係る申請をして、許可をも

らってやるんだったらそれがええと思う。でも、こういうやり方やったら、なんぼ大きい面積

でも、市のチェックが入らなくてもできるという、典型的な例ですね。市のチェックは受けん

でよいと。農地法の非農地証明願さえ取ればやっていけると。そういうことを証明しとるんや

ね。第一、こんな大きい面積を、当該の農業委員が全く知らずにやってきとるというのが、私

は不思議で仕方がないんですよ。 

○委員 私が当該農業委員です。昭和４６年頃ですので、○○へ行っていた頃ですわ。 

その時点でもうやってますから。私も知りません。これは昔から資材置場と駐車場であった

と。売買する時点になって、農地やったとわかってやっとるんです。 

○委員 我々もそういうことあるんです。自分がやる前からなっとっても、実際わからへんわね。

問題は、毎年農地パトロールとかやるんですが、それでもわからへんだんやね。 

○委員 わかりませんでした。 

○委員 私らでも、自分がなる前のやつはわかりませんわ。せやけど、何かええ方法を考えて欲

しいんですわ。 

○議長 今やったら、山南町は地籍調査が入ってますので、わかってくると思うんです。 

○委員 地籍が入ったら、きっちりなると思うんです。 

○事務局 事務局です。ちなみに、この案件については、昭和４５年か４６年に転用がされたと

いう事実は、近所の方とか自治会長さんとかが証明をされております。ただ、今の所有者の方

は、昭和５６年に相続をされておりますので、お父さんの代に工事がされておった。昭和４６

年でしたら、もう農地法がありましたので、もしかしたらその時に許可を取られていたかもし

れない。もうそれすらわからない状況なんです。 

○委員 取ってへんなら取ってへんでええんや。取ったかもしれへんて、あんたがそんな一生懸

命言うことやない。 

○事務局 当該委員さんが責められるのはどうかと。 

○委員 言うてますでしょ。私らでもわからへんて。 

○事務局 色んな法律とか条例に基づいて、届出をしたり申請をしたりするんですけどね。例え

ば、今回のような所でも、開発指導要綱より後でのことやったら、後追いでもやってくれと言

うでしょうね。昭和４５年や４６年というと、４０年、５０年前の話になりますから、当時は

そういったルールがございませんでしたのでね。 
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○委員 私が言いたいのは、それぞれの委員さんが農業委員になる時によってわからへんねんけ

ど、今言うた地籍調査等ではわかるんやけど、こういうふうに簡単に、非農地証明願だけでで

きるようにはしないっていうことはできへんのか。こんなもん、我々が知らんかったら知らん

で責任外やけど、非農地証明願さえ出したらそれで済むっていうのは。例えば、２，０００平

米以上あるんやったら、後追いでもそれなりの申請をしてもらうっていうことにはできないん

ですか。 

○事務局 できないでしょうね。 

○委員 あ、そう。２０年という法律がそういうことなんでしょうね。 

○事務局 ２０年は、農地法だけですよ。他の法律なり要綱なりあるんですけども、例えば、開

発指導要綱。これは合併前のことについて市に申請しなさいとは言えませんからね。それぞれ

の法律の施行以前のことは、対象にはなりません。常識として考えていただけたら嬉しいです。 

○委員 それは、民法からきとるんやね。２０年以上経ったら後追いできないと。既成事実が２

０年以上あったら、我々はタッチできないと。それからくるんですか。上位法ですよね。民法

は。 

○事務局 農地法です。非農地証明というのは、皆さんのお手元にもありますけど、県が出して

いる基準があるんですよね。非農地証明出す時には、この基準でやりなさいよという。なので、

そこで農地以外の状況になってから２０年以上経っておって、かつそのままの状況でも周辺の

農地に影響がないということやったら、非農地証明を切ってもいいですよ。今言う２０年は、

農地法の２０年です。 

○委員 その元となっとるのは、民法の２０年でしょ。 

○事務局 民法の影響は関係ないと思います。その中で、他法令でも、開発や太陽光でもそうな

んですけど、例えば兵庫県やったら、太陽光で５，０００平米以上するとなったら許可が要り

ますよね。その基準を４月に作りました。じゃあ、一昨年作ったやつも申請しなさいというこ

とにはなりませんよという話をしとるんです。 

○委員 だから、２０年という数字の根拠が、民法からきとるんやないかと言うとるだけで、農

地法で決めたら農地法の問題や。 

○委員 ちょっと、話が横にいったりしたんで。この申請人と利用状況だけを見たら、○○の方

が非農地証明願を出されて、露天駐車場とか露天資材置場として出されてるのでね。これだけ

見たら、○○の方がこれだけの面積を、どういう目的でされてるのかなと。なぜこの非農地証

明願が出てきているのかなと疑問やっただけで、大意はないんです。 

○委員 先程も言わせてもらったんですけど、昭和４６年頃から貸していると思います。 

○委員 貸しということなら、利用状況の欄に貸駐車場と書かないんですか。 

○委員 露天駐車場と露天資材置場です。 

○委員 ここに、貸すとあったら疑問には思わへんだんやけど。 

○会長 今の委員の話で言うたら、現実は、○○が利用しとるということでよろしいんですね。 

○委員 はい、そうです。 

○会長 非農地証明願というのは、基本的には土地所有者が証明願を出せると。それ以外の人で

も、所有者の同意があれば、証明願を出せることになっています。農地以外のものに登記をし

て、その後どうされようとしとるのかということまではわからへんのですけど、○○の方が所
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有されとる所を、現実は○○が利用しとると。それについて、もう２０年以上経っているので、

地目変更登記のための非農地証明願だということでよろしいんですね。 

○委員 そうです。 

○会長 そういうことなんやけど、わかりますか。 

○委員 大丈夫です。 

○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。 

  次に、市島町の案件を、事務局説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第５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、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 ７番を、議席○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６７ページに示しています。 

  ２月１２日に現地を確認したところ、現地は関西電力の配電塔と多目的広場になっており、

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影響がないと見込

まれます。 

  農地でなくなった時期は昭和４５年頃からで、地元自治会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。 

○委員 ８番を、議席○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６８ページに示しています。 

  ２月１２日に現地を確認したところ、現地は倉庫、農機具置場、駐車場、庭、通路の一部と

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。 

  農地でなくなった時期は平成１１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。 

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。 
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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６号～ 

 

○議長 議案第６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６号朗読。 

○議長 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○○が説明します。１番から１４６番まで調査いたしましたが、その内の７５番、

地図で言いますと、○○の○と書いて黄色い線で囲んである部分が、一部宅地で他が農地にな

っておりますのと、１４６番、１４ページですね。○○の○、これが宅地になっておるんです

けど、半分くらいが畑になっております。農地と宅地が半々くらいであると、確認をさせてい

ただきました。 

○議長 確認報告が終わりました。今、説明がありましたのは、トータルで１４６筆あるんです

が、その内２筆が宅地となっておりますが、畑であるということでございます。 

○会長 その２筆以外は、この認定地目どおりということですか。 

○議長 はい、そうです。 

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６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、１４６筆あるん

ですが、その内２筆、番号で言いますと、７５番と１４６番ですが、宅地となっておりますが、

一部畑であるという回答でございます。その他については、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６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、７５番と１４６番が宅地となっておりますが、一部畑であるということと、そ

の他は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７号～ 

 

○議長 続きまして、議案第７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７号朗読。 

○議長 それでは、各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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まず、柏原地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 ２月１４日、柏原地域委員会におきまして１番から３２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。 

  その中で、１２月に農地相談に来られて、農業委員会としてアドバイスをしました。それが

７番で、利用集積計画ができております。以上です。 

○議長 言い忘れておりましたが、農地中間管理機構の分も含まれておりますのでよろしくお願

いいたします。地域毎にいきます。 

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 議案第７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、柏原地域における農用地利用集積計画の決定に

ついて、全て照会のとおり異議がないと回答いたします。 

  続きまして、氷上地域委員会からの確認報告ですが、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、退席をお願いいたします。 

（該当委員退席） 

○議長 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月１３日、氷上地域委員会におきまして、番号３３番から１６８番まで確認をいたし

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

促進法第１８条第３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。 

  番号１４８番を御覧下さい。この利用権の設定をうけられる方が、○○市の住所となってお

ります。そこで、確認をしましたが、申請地の近くに実家がございまして、定年退職後、この

農地の耕作をするということで、農機具等も全て実家にあるということです。住所が離れてお

りますけれども、確認の結果、間違いなくこちらで農業をされるということです。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 意見等がないようですので、採決をとります。 

議案第７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） 

○議長 異議がございませんので、議案第７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、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 青垣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 １６９番から２３７番につきまして、２月１３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 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７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７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、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 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 ２３８番から３３８番まで、２月１４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 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７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７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、山南地域委員会からの確認報告ですが、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、退席をお願いいたします。 

（該当委員退席） 

○議長 山南地域委員会からの確認報告をお願いいたします。 

○委員 ２月１２日に確認しました。３３９番から３９０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。 

  この中で、３４３番、住所が○○市になっておりますが、この地域に実家があり、そこに住

んでおられます。住所は○○市に置いておられるそうです。 

  それと、３５２番、○○市になっておりますが、この人も実家が○○にあり、休みの度に帰

って来て農業をされているということです。 
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  もう１件、３８９番、○○市の方ですが、積載車をお持ちの方で、丹波市へ来られてちゃん

と農業をやっていただいている方ですので、よろしくお願いします。 

○議長 確認報告が終わりました。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７号、山南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７号、山南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、市島地域委員会からの確認報告ですが、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、退席をお願いいたします。 

（該当委員退席） 

○議長 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 ４００番から５０６番と、最後の中間管理事業の３９１番から４７３番について、２月

１２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、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。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７号、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７号、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） 

 

～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、２番、４番、５番、６番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。氷上、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 氷上です。２番です。始末書添付ですので、かいつまんで説明します。○○の災害復旧

工事の作業用地として利用されるんですが、本来なら事前に一時利用の届出をするべきにもか

かわらず、農地法に無知であったため無断で行っておりましたという始末書です。 

○議長 補足説明が終わりました。質問等はございませんか。 
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（「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～ 

 

○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補足することはございま

せんか。 

○委員 畦畔の撤去ということで、申請地の西側のカーブの部分の畦畔を撤去して、雨水を横の

側溝に流すという届出です。また、この近くに老人介護施設がありまして、そこの利用者がリ

ハビリを兼ねて畑をしておりまして、その畝が高く草刈りがたいへんなので、そこを平らにす

るということです。 

○議長 補足説明が終わりました。質問等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 質問等がないようですので、報告第２号、農地の形状変更届について、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、１番朗読。 

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

○委員 今回の届出については、令和元年１０月に３条申請をした時に誓約書が出ておりまして、

お父さんが農業用倉庫を建てていたということで、隣接所有者、地元等の同意も得て、今回の

届出になっております。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 質問等がないようですので、報告第３号、農地法施行規則該当転用届について御承知お

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 ４件の公共工事の届出が出ております。御承知おき下さい。 

  これをもちまして、令和２年２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２年２月２５日 

 

            議     長                    ○印  

 

 

            議事録署名委員（ １０番委員）            ○印  

 

 

            議事録署名委員（ １１番委員）             ○印  


