
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度 第１２回丹波市農業委員会 

定例総会議事録 

令和２年３月２５日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 1 - 

令和元年度 第１２回定例総会議事録 

  

１．日 時  令和２年３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 （２２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 

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

 （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 （２名） 

16番 善積 久行  20番 和田 憲治 

 

○事務局（３名） 

４．議事 

  議案第 １ 号 農地法第３条の規定による許可申請承認について 

  議案第 ２ 号 農地法第５条の規定による許可申請承認について 

  議案第 ３ 号 非農地証明願承認について 

  議案第 ４ 号 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 ５ 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 電気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条の規定による許可の取消願について 

 

５．閉会 

 

１．開会 

 

２．会長挨拶 

○古倉一郎会長 （古倉一郎会長挨拶） 

○議長 はい、ありがとうございました。 



 - 2 - 

  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 失礼します。事務局でございます。本日の定例総会、１６番の善積委員さん、それか

ら２０番の和田委員さん、２名から欠席届が出ております。結果、農業委員会等に関する法律

第２７条の規定によりまして、この総会が成立していることを報告させていただきます。 

  以上でございます。 

 

３．議事録署名委員の指名 

○議長 それでは日程３、議事録署名委員の指名について、議長から指名させていただきます。 

  議席番号１２番秋山佐登子委員、議席番号１３番近藤眞治委員、よろしくお願いいたします。 

 

４．議事 

 

～ 議案第１号 所有権移転 １番～２２番 ～ 

～ 議案第１号 賃貸借権設定 １番～３番 ～ 

～ 報告第３号 ２番～３番 ～ 

 

○議長 それでは、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１号、１番、２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。 

○委員 番号１番を、〇番〇〇が説明します。 

  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、６ページに地図を

つけています。 

  申請地は、昨年の農地パトロールで、耕作放棄地ということでリストに挙げたところです。

耕作者不在となった農地を申請者が譲り受け、水稲を栽培するという計画です。 

  地域委員会としては農地法第３条第２項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。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員 番号２番を、議席番号〇番の〇〇が説明します。 

  番号２番は、牧場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

地図をつけてあります。 

  従来から、この土地につきましては牧場として○○業を営まれておりましたが、廃業状態で、

荒れ地になっております。平成３０年１２月に今回の譲受人が今回の申請地の隣接農地を購入

しておられました。そこが手つかずであったので、確認しましたところ、譲渡人から申し出が

あり、今回の土地を取得後に一体利用するという計画になったようでございます。その理由と

しましては、今回の申請地に譲渡人の住宅部分が含まれていたため、地籍調査事業で、関係者、

居住者、居住地の確保完了を待って行いたいという、農地及び宅地部分が明確化された時点で

申請するというものでした。 

  この土地については、牧場という広大で特殊な地目の土地であり、譲渡人も限定される土地
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でございます。今後は、○○の牧場として有効活用を図るということでございます。 

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

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

おります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長 確認報告が終わりました。 

  それでは番号１番について、意見等はございませんか。 

（「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。 

  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～６番、賃貸借権設定１番朗読。 

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

します。 

○委員 番号３番を、〇番の〇〇が説明いたします。 

  ３番は２筆で１，１２３平米の農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもの

で、８ページに図面をつけております。 

  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、この土地につきましては、耕作放棄地でありましたが、今回この譲受人がきっちり改

良して野菜、果樹を作る予定になっておるようでございます。御審議のほど、よろしくお願い

いたします。 

○委員 続きまして４番を〇番〇〇が説明いたします。 

  ４番は、売買により取得し、新規就農となります。地図は９ページ、１０ページに出ており

ます。９ページをご覧ください。１月に、非農地証明願が提出された案件があり、その土地が

今回の譲受人の居宅となります。既に移住され、この周辺の畑と、１０ページの１０６０番を

今回、譲受人は譲渡人から売買で取得します。１０６０番は水稲です。新規就農になります。

我々としても全部効率要件等を検討しまして、私を含め推進委員さんとともに確認いたしまし

た。２７ページは、賃貸借によって借り受けて、水稲をされるということで、貸出人がアドバ

イスをしながら水稲等で維持していくと。これから管理していくと伺いました。家の前は野菜

等の畑地としてやっていくと伺っております。 

  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
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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おります。問題

ないと判断しております。以上です。 

  次に５番、鴨内の案件を説明します。 

  当該農地も売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、１１ページをご覧くだ

さい。地図の南側の申請地の問題点は、申請地の北側の住宅と住宅の間に進入路が現況はある

んですけども、公図ではございませんでした。その辺を今回、譲渡人、譲受人に確認したとこ

ろ、この〇番、〇〇と書いてあるところを今回、建物の所有権を譲受人が取得するということ

で、この土地を通ることによって耕作なり維持管理していくと伺いました。このあたりも我々

としては問題ないと判断しております。 

  以上、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。 

  次、６番も同じく〇〇が説明します。 

  現在、耕作面積はありませんですので、新規就農という形で取り組まれます。申請者双方の

事情により売買による申請となっております。地図は１１ページと１２ページ。１２ページは

氷上町井中の農地です。まず１１ページの北側になります。申請地の〇番〇と〇番〇は、この

地図で南北が宅地となっており、ここを居宅として住民票も移されています。ここも実は進入

路がないということで確認したんですけれども、申請地の北側が御自宅でありまして、その後

ろの土地をやりたいという話でございました。 

  この鴨内〇番の〇、〇番の〇、井中〇番の〇、現状は水稲ではなく畑地ということで、耕作

計画も栗、柿となっております。それで、地元推進委員や地元の〇〇委員さん等が確認しまし

て、問題ないと判断いたしました。このあたりも、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いると確認、判断して

おります。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番と２７ページの賃貸借権設定１番、併議とさせてもらいます。番号４

番及び２７ページの賃貸借権設定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。 

  それでは、番号４番及び２７ページの賃貸借権設定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４番と２７ページの賃貸借権設定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５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。 

（「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。 

  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、７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 番号７番を、〇番の〇〇が説明いたします。 

  ７番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、１３ページに地図

をつけております。譲受人の住所が〇になっておりますが、この集落に家を購入されまして、

そこを拠点にされております。１３ページの地図に〇〇と表記されています。そこに住んで、

拠点として田んぼを管理すると言われています。 

  地域委員会としましては、農地法第３条第２項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。 

○委員 続きまして８番、９番を、〇番の〇〇が説明いたします。 

  まず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、１４ページに

図面をつけております。 

  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、この後の８番の農地が、あと３筆残っております。きちっと農地も守っておられると

のことです。 

  続きまして、９番も〇番の〇〇が説明いたします。 

  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、図面は１５ページ

につけております。 

  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、この譲渡人の農地はあと６筆残っております。それもきちっと管理をされているとい

うことでございます。以上でございます。 

○議長 確認報告が終わりました。 
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  それでは、番号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。 

  次に、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。 

  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～１６番、賃貸借権設定２番、報告第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、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１０番を、〇番の〇〇が説明いたします。 

  １０番は、農地を売買により取得し、新規就農するもので、１６ページに地図はつけており

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。 

  なおこの譲受人は丹波市の地域おこし協力隊の二期生でありまして、この３月に修了し、こ

の多利の地で就農するということであります。この土地は主にビニールハウスが建っておりま

して、以前使っていたビニールを撤去して、その後を譲り受けることになっています。そのほ

かにも水稲を作付するため利用権を設定して、近くの田んぼを耕作していくということで、地

域に若い人が入るよと皆さん、喜んでおります。なお、譲渡人につきましては、今回の申請で

農地はなくなります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

  続きまして、１１番も〇番の〇〇が説明します。 

  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あります。地図は

１７ページにつけております。 

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

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

認しております。 
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  申請者のどちらも住所は丹波市外ですけれども、実家が同じ地区にありまして、それぞれお

母さんがおられまして農作業庫もあり、そこで農業を誠実に行っていただいております。譲渡

人につきましてはまだ農地がありまして、自分で管理しておられます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。以上です。 

○委員 １２番を、議席番号〇番の〇〇が説明いたします。 

  １２番は、農地を売買により取得し、経営規模を新規に拡大したいというもので、１８ペー

ジに地図をつけております。 

  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、もう一つの２７ページの分も一緒に説明させていただきます。 

  当該地域は、農用地区域外となっておりますが、このままの面積では下限面積に満たないと

いうことでお近くの方の農地を賃貸借でお借りになってそれも一緒に耕作するということで、

２７ページの賃貸借権の２番に出ております。家は地図上の隣、〇〇と書いてあるところへ既

に入っておられます。これをもちまして、この譲渡人の農地はなくなります。 

  続いて１３番、１４番、１５番と〇〇が説明いたします。 

  １３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、地図は１９ペ

ージです。 

  地域委員会としては、農地法第３条第２項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。 

  誓約書につきましては、物置を昭和４６年頃に設置しておりまして、２アール未満の農業用

施設等の届出を提出するという誓約書が添付されております。御審議のほどお願いいたします。 

  次、１４番、地図は同じ１９ページにございます。これも売買により取得し、経営規模を拡

大したいというもので地域委員会としては、農地法第３条第２項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、１４番につきましては、６４ページの２番に経過書を添付されて、２アール未満の届

出がされております。経過書を読み上げます。 

  当該申請地に建築されている農業用倉庫につきまして、前所有者の〇〇氏が農地転用許可申

請をせずに建築いたしました。その後、私が建物の所有権を譲り受け、今後も農業用倉庫とし

て利用したいと思っておりますという経過書が添付されております。これをもちまして、１４

番の譲渡人の農地はなくなります。 

  次、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

地図をつけております。 

  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。 

  ここにも誓約書が添付されており、農地に平成３年頃に農業用倉庫を建築しております。２

アール未満の農業用施設等に届出を提出するという誓約書が添付されております。１３番と１
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５番の譲渡人は同じで、これをもちまして農地はなくなります。以上です。御審議のほどお願

いいたします。 

○委員 １６番を、〇番〇〇が説明いたします。 

  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、２０ページに地

図をつけています。 

  地域委員会としては、農地法第３条第２項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。譲渡人は譲受人の都会に出たお兄さんの相続人であり、以前から譲受人が耕作し管

理してこられたもので、今回、取得することとし申請されたものです。譲渡人にはまだ数筆の

農地がありますが、親族間で利用権を設定するなどして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。 

○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。はい、どうぞ。 

○委員 意見ではないのですが、ちょっと聞きたいのですが、今１６ページの案件ですよね。図

面が１６ページ。ちょっと聞きたいのですが、この斜線を引いているところの西側から２番目

の、この細長い田んぼ、ちょっとしゃっしゃっしゃしゃっと、普通だったら土手になっている

のでしょう。あれ、書いているのは。これは土手が入っているのでしょう。 

○議長 そうしたら春日地域委員会から説明をお願いできますか。 

○委員 これは私も見て、初めびっくりしたんです。これは田んぼです。ずっと昔から。 

○委員 普通の田んぼやね。 

○委員 ええ。普通の田んぼです。現況は、こんな分かれていない、そんなに違うのかと。初め

てわかりまして。 

○委員 はいはい、はい。 

○委員 西側の〇番はまた別ですけども、この縦２枚を将来売るんだったらこれでもええけど、

合筆しておいた方がいいんやないかとは、登記せんならんさかいに言っておりますけどね。 

○委員 わかりました。ちゃんとチェックはできるということで。 

○議長 もういいですか。 

○委員 よろしいです。 

○議長 ほか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。 

  次に番号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。 
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  次、番号１２番及び２７ページの賃貸借権設定２番につきまして、これは併議とさせてもら

います。意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、番号１２番及び２７ページの賃貸借権設定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１２番及び２７ページの賃貸借権設定２番につきまして

は許可すべきものと決定いたします。 

  続きまして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 意見等がございませんので、採決をとります。 

  番号１３番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１３番は許可すべきものと決定いたします。 

  続きまして、番号１４番についての意見、また６４ページの２番、報告第３号農地法施行規

則該当転用届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。 

○委員 済みません。これね、このあれには、議案には関係ないけどこれ、教えてほしい。１９

ページのこの中、黒く塗っている分はこれ、何ですか。 

○議長 これ今、６４ページのね、報告第３号のところの土地ですけど、２アール未満。 

○委員 ああ、これ。 

○議長 よろしいですか。 

○委員 はい。 

○議長 では。１４番は異議がございませんので、許可すべきものと決定いたします。 

  そして６４ページの報告第３号農地法施行規則該当転用届の２番につきましては、御承知お

きください。 

  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） 

○議長 異議がございませんので、番号１５番は許可すべきものと決定いたします。 

  続きまして、番号１６番について意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がございませんので、採決をとります。 

  番号１６番について、許可することとしてよろしいですか。 
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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１６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、１７番、１８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 〇番、〇〇が１７番と１８番を説明させていただきます。 

  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、地図は２１ペー

ジにつけております。 

  地域委員会としては、農地法第３条第２項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。 

  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

図をつけています。 

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

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

おります。御審議のほどよろしくお願いします。 

○議長 確認報告が終わりました。 

  それでは、番号１７番について意見等はございませんか。 

○委員 地図は２１ページですね。これ、中、線が入っている、合筆したということですか。２

１ページに何筆が入っているのですか。 

○議長 事務局、説明できますか。 

○委員 ２１ページの地図を見たらね。中、点線が入っているけど、これ、議案書を見たら１枚

になっているけど、合筆した。 

○事務局 議長。 

○議長 はい、どうぞ。 

○事務局 事務局でございます。地籍調査によりまして、合筆がされておりますので、現地は１

筆でございます。登記も１筆ということでございます。 

○委員 となるとこれ、１筆となっていたら、もう１筆にしたほうがこれ、絵がややこしい。合

筆、１筆になっているねやろ。そんな点線は必要ないと思うから。 

○議長 はい、どうぞ。 

○事務局 失礼いたします。事務局でございます。位置図作成の際に気をつけたいと思います。

済みません。 

○議長 よろしいですか。 

○委員 はい。 

○議長 ほか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） 
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○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。 

  続きまして、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 意見等がございませんので、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。 

  次に市島町の案件を事務局、説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第１号、１９番～２２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、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 １９番を、〇番〇〇が説明いたします。 

  １９番は、農地を売買により取得し、所有権を移転するというものです。譲受人の〇〇氏は

この譲渡人の〇〇氏の旦那さんがお兄さんでありまして、実を言いますと、このお兄さんから

借りて既に長年、ここで耕作をしていました。今回、正式に取得、所有権を移転することにな

ったとき、真ん中にこの倉庫があって、譲受人は自分が建てた記憶はなく、譲渡人の夫が建て

たものと思われる。譲渡人も知らなかったというような経過書も出ております。今回、正式に

所有権を移転するということで改めて、６４ページの３番にも出ておりますが、正式にこの倉

庫の所有権を移転して活用していきたいというようなことです。 

  地域委員会としては、農地法第３条第２項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。 

  続きまして２０番と２１番の両方、〇番〇〇が説明させていただきます。 

  番号２０番、２１番は、農地を売買により取得し、以前から耕作放棄地になっていた場所を

近所の人へ所有権を移転させて水稲を作付して管理していきたいということです。譲渡人は〇

〇県と書かれているんですけど、この方は〇〇より竹田地区へカフェをオープンする目的で来

られて、カフェをオープンし、農地も購入されて定着し始めたのですが、なかなかカフェの経

営がうまいこといかず撤退されて、もう引っ越しされて、自ら買った農地は何の管理もせず、

そのまま放置したまま、もう地域からいなくなられたわけです。再三、どうにかしてほしいと

いうような地域の声もあったんですけど、本人ももうなかなか話を聞いてくれず、放置された

状態であったわけですけど、今回、譲受人が、管理しましょうということになりまして、この

２０番、２１番は正式に所有権を移転するということで決定しました。残念ながらあと１筆、

耕作放棄地が残っておりまして、これに関しては地域で順次、誰か管理してくれる者がないか

探していくということです。 

  地域委員会としては、農地法第３条第２項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。御審議のほどをよろしくお願いいたします。 

○委員 ２２番を、〇番〇〇が説明します。 

  ２２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、地図は２６

ページにつけております。 
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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１９番、及び６４ページの３番ですね。報告第３号農地法施行規則該当転用届

の３番ですが、これらにつきまして意見、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。また、報告

第３号農地法施行規則該当転用届についての番号３番につきましても御承知おきください。 

  続きまして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。 

  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。 

  最後に、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） 

○議長 意見等がないようですので、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。 

  続きまして２７ページ、事務局、説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第１号、番号３番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりましたので、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３番を、議席〇番の〇〇が説明いたします。 

  ３番は、賃貸借権を設定して、経営規模を拡大したいというもので、次の２８ページに図面

がついております。 

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

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

を確認しております。 
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  地図を見てもらったら、貸出人は申請地の北側に実家がある〇〇氏で、このお父さんがお亡

くなりになったのですが、実家から出ておられまして、この間も帰って、農業をされています。

多田の農地がありますので、自分で管理を続けておられます。借受人は、〇〇と言いまして、

この周辺の田んぼも３条で取得して、それぞれ農地管理をしております。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。 

 

～ 議案第２号 所有権移転 １番～７番 ～ 

 

○議長  続きまして議案第２号、農地法第５条の規定による許可申請承認についてを議題とい

たします。事務局、説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第２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。 

○委員 番号１番を、議席番号〇番の〇〇が説明します。 

  １番は売買により露天駐車場として使用したいという目的の申請でございます。図面は３２

ページ、３３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、住宅地が連たん

する地域に近接し、また農地の集団規模が１０ヘクタール未満であるため、第２種農地と判断

されると考えます。露天駐車場としての使用目的については、当施設が大きなイベント大会を

開いた場合、一般乗用車の駐車場へ大型バスが停めるようなことになりますので、一般乗用車

が駐車できないためにこういった駐車場が欲しいということで、今回の申請となりました。 

  地域委員会としましても３月１３日に現地を確認しましたが、雑木が生えており、農地とし

ての復元もできない状態でした。地元の同意も得られ、周辺農地の営農に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は問題ないと確認しております。

なお、３２ページの地図に駐車場という表示があるんですけども、マイクロバスなんかがここ

に入っています。それで一般車は、○○の入り口とか、そういったところに停まっていますの

で、駐車場がな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 はい。 

○議長 はい。 

○委員 この露天駐車場は、誰が使うのですか。一般車がここへ来られたときに停めるというこ

とですか。誰が使うんですかという質問。 

○委員 〇〇です。 
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○委員 だったら、〇〇と経営が別々だったら、貸借関係がはっきりする書類はありますか。 

○委員 これは、〇〇という名称ではありますけど、これは今の〇〇がやっていますので。 

○委員 いや、わかるんですけど、会社が別々でしているんだったらこれ、私、わかるから、後

からでも貸借関係がはっきりする書類を一つ、つけてもらったらどうですか。あかんというよ

うなもんではないけど。 

○議長 はい、事務局、説明をお願いします。 

○事務局 済みません。事務局でございます。今、ここの土地、〇〇さんの、経営者のことのお

尋ねかと思うんですけれども、〇〇といいますのはあそこの〇〇の施設の名称であって、経営

者自体はこの〇〇さんです。なので、〇〇さんが借りて、自分の経営する〇〇、自分の経営す

る会社のためにということでね。そのまま自分の会社のために使用するということですから、

あくまでも借りられる、それから使用するのも〇〇さんです。たまたま施設の名前が〇〇とい

うことで。例えば、ここの建物でも市役所のうちの一つですけども、たまたま名前が春日住民

センター、それと同じようなことだと理解いただいたらなと思います。 

○委員 あのね、これに反対はせんけど、名前が違うのに、それはうちの会社のものだからええ

ということだけだったらあれなので、それはやっぱり利用関係をはっきりしておかないと、こ

のままいったら誰もわからん。そうやって説明せなあかんやろ。〇〇は、この〇〇の持ち物で

すと言わないとあかんやん。それ、それを証明する書類はついているか。 

○事務局 よろしいですか。今、ここの経営者、要するにこの借りられる、使用権を取られる〇

〇さんが、そのまま〇〇さんの事業で使用されるという中で、話をさせていただいたんですけ

れども、大前提、〇〇さんの定款の中には、電気工事、その他もろもろがある中で、その〇〇

の経営とかも全部入っていますから、なので、経営の中の一つとしてこの〇〇を経営されてい

るということで御理解いただいたらなと思います。 

  特に、地元の地域委員会の中ではそこまで確認をいただいて、〇〇さんと〇〇が別のものじ

ゃないということだけよく御理解いただいて、御審議いただければなと思いますのでよろしく

お願いいたします。 

○委員 わかりました。定款の中に載っているから必要ないということですね。審議ができん。

そういう関係、はっきりするほうがええですね。ええです。はい。そういう意味で定款の中に

載っているんだったら、これからは議案を読み上げるときに定款も読んでください。誰のもん

や、最初誰もわからんから、こういう質問をせなあかんね。 

○議長 ほかに。 

○委員 議案書のせいで。 

○議長 ほかに、そのほかはございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

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

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

たします。 

  続きまして氷上町の案件を事務局、説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第２号、２番朗読。 
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○議長 事務局の説明が終わりました。番号２番について、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。 

  それでは、氷上地域委員会からの確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号２番を、〇番〇〇が説明いたします。 

  ２番は売買により、一般住宅を建築するための申請でございます。図面は３４ページに示し

ております。申請地は第一種農地と判断されますが、農地法施行規則第３３条第４号による集

落に接続して設置される日常生活上必要な施設になり、例外的許可事由になると考えられます。

転用することに隣接所有者、地元等の同意も得られ、周辺農地の営農に支障はないものと思わ

れます。また、転用面積は一般住宅としてはやや広めの５８１平米ですが、自家用車３台、来

客用２台の露天駐車場、物干し場、自転車置き場などを含めますと無駄なスペースもなく必要

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、また代替地の検討もなされてお

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。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、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、〇番〇〇が説明いたします。 

  ３番は、譲受人が農家住宅を建築するために祖父との間で所有権を移転し、転用する申請で

す。図面は３５ページにつけているもので、申請地の農地区分は住宅等が連たんする区域に近

接かつ農地の集団規模が１０ヘクタール未満であるため、第二種農地と判断されると考えます。

また周辺で代替地の確保を図られましたが、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、周辺農地の営農に支障はないと思われます。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
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たします。 

  続きまして春日町の案件を事務局、説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第２号、４番～６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４番を、議席番号〇番の〇〇が説明いたします。 

  ４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３６ページに示して

おります。申請地の農地区分は、住宅等が連たんする地域に近接し、農地の集団規模が１０ヘ

クタール未満のため、第二種農地と判断できると考えています。また、代替地の検討表、資金

計画書、自治会等の転用同意書が添付されています。転用に伴う被害防除としては、雨水、排

水については既設の排水路に接続する計画でございます。 

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

いことを確認しております。なお、太陽光設備につきましては、パネルは２５８枚の４９．５

キロワットでございます。よろしくお願いいたします。 

  ５番も〇番の〇〇が説明いたします。 

  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。同じく農地の集団規模が１

０ヘクタール未満のため、農地は第二種農地として判断されると思われます。また、代替地の

検討表や資金計画書、自治会等の転用同意書が添付されております。転用に伴う被害防除とし

ては、雨水、排水については既設の排水路に接続する予定です。 

  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

いことを確認いたしております。太陽光設備につきましては、パネルは２３１枚の４９．５キ

ロワットになっております。よろしくお願いいたします。 

○委員 ６番を、〇番の〇〇が説明いたします。 

  ６番は、農地を売買により取得し、露天駐車場として利用するための申請です。地図は３７、

３８ページに示しているとおりです。申請地の農地区分は高速道路の春日インターから３００

メートル以内になるため、第三種農地と判断されると考えます。隣接の所有者、地元等の同意

も得られ、周辺農地の営農に支障はないものと思われます。代替地の検討表、資金証明等も添

付され、転用同意書も得られているものであり、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。 

  また、譲受人は重機を運ぶ運搬用トレーラーを３０台余り所有しておりまして、以前からま

とめて駐車できる場所を探しておられ、今回の立地条件に合う申請地を譲渡人と合意され、取

得の申請になりました。２，０００平米以上の面積のために、市の開発に係る届出、また盛り

土を行う土の搬入が行われるために、県の特定事業の届出を済ませておられます。また排水溝

等につきましては、○○側の排水路より排水する計画となっております。また、国道からの乗

り入れが必要なために協議が始められております。 

  ３８ページに大型トレーラーをこのように停めるという、利用計画図もついておりますので、

御確認いただければと思います。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） 
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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。 

  続きまして、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。 

  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２号、７番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。それでは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、〇番の〇〇が説明をします。 

  ７番は、農地を取得し、たい肥貯蔵施設として利用するための申請です。図面は３９、４０

ページです。農地区分は農振農用地ではありますが、既設建物の延長であり、農業用に活用す

るため妥当であると判断されると考えます。また、地元等の同意も得られ、周辺農地の営農に

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。また、４０ペ

ージの地図を見ていただくと、屋外用シートカーテンで仕切り、臭いを最小限に抑えることと、

汚水は上の見取り図の建物のところに排水溝を掘り、マンホールにためてポンプで汲み上げる

もので、雨水はそのまま溝に、既存の側溝へ流すということです。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７番について意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号７番について、許可相当と意見を付して進達することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号７番は許可相当と意見を付して進達すべきものと決定い
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たします。 

 

～ 議案第２号 賃貸借権設定 １番～４番 ～ 

～ 議案第２号 使用貸借権設定 １番 ～ 

 

  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２号、１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 番号１番から４番までを一括して、〇番の〇〇が説明します。 

  １番から４番は、賃貸借により農地を借り受け、貸複合店舗と貸露天駐車場として転用する

ための申請です。４２ページに位置図と４３ページに計画平面図を載せております。申請地周

辺は、丹波市の特定用途制限地域の商業、業務、サービス地域に指定されており、飲食店や店

舗等が立ち並んでおりますので、申請地の農地区分は、住宅の用または事業の用に供する施設

等が連たんする区域という事由が該当するため、第三種農地と判断されます。 

  今回、この第三種農地の申請は初めて出てきた案件でございます。それで事業計画は、鉄骨

造り平屋建ての店舗が１棟、１，４１４平米と、来場者及び従業員用の駐車場として１２５台

分、そしてその１０．５パーセントの緑地を設けることとなっております。店舗につきまして

は、子供用品専門店の〇〇と２４時間フィットネスジムの〇〇の２店舗が入ります。雨水、排

水については、敷地内に排水路を新設し、既存の用水路及び東側の水路に接続する形です。東

側の水路につきましては、地元の要望に応える形で新しい水路にやりかえております。これに

つきましては、丹波市に対し、法定外公共物の拡幅申請が提出されております。また、店舖側

から２カ所の出入り口を設けるための道路法第２４条の申請と、土地の盛土高は１メートルを

超えることによる特定事業の届出が提出されております。転用することに隣接及び地元等の同

意も得られ、周辺農地の営農に支障はないものと思われます。また、転用面積は申請内容に見

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は問題がない

ことを確認しております。よろしく御審議お願いします。 

  また、この図面につきまして、薄く上から下へ斜めにライン、斜線が入っている部分がある

と思いますが、これが〇〇の送電線になっております。これにつきましては、〇〇の〇支店と

地元地権者の間で申請への同意を得ております。高さ制限がありまして、高架の一番下から３．

７５メートルまでの高さでという高さ制限がありますが、今回につきましては制限内ですので、

工事中のクレーン等の作業の注意事項等が添付されておる、そういう状況でございます。また、

緑地につきましてはこの囲いの、駐車場の一番上と下と、それから左側の国道入り口部分に芝

生を張った駐車場となります。また、緑地は面積の１０．５パーセントと申し上げましたが、

５００平米あたり高木１本の基準を満たすため、２、３本の高木を植えられることになってお

ります。以上です。よろしく御審議のほどお願いいたします。 

○議長 確認報告が終わりました。 

  ３，０００平米以上の大規模転用でございますので、隣接する青垣地域委員会からも現地確

認を行っていただいております。それでは、青垣地域委員会からの報告をお願いいたします。 

○委員 それでは、ただいま氷上地域委員長から説明があり、報告がありましたとおりでござい
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ます。 

  ３月１７日に現地確認を行いました。大変広い農地で、５，７６９平米という土地の事業計

画、また図面も明確に提出いただいて、また、地元の同意も得られており、書類上におきまし

ても何ら問題ないと確認いたしましたので、御報告させていただきます。以上です。 

○議長 確認報告が終わりました。 

○委員 済みません。ちょっと一つ抜けていました。４２ページの図面を見ていただきましたら、

ここに四角く囲ってある一般の住宅が建っていまして、ここが宅地になっておりますが、これ

も合わせて開発するということでございます。以上です。 

○議長 それでは、番号１番、２番、３番、４番は併議とさせていただきます。番号１番、２番、

３番、４番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。 

  番号１番、２番、３番、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１番、２番、３番、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。 

○議長 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２号、１番朗読。 

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

ます。 

○委員 番号１番を、〇番の〇〇が説明いたします。 

  番号１番は、譲受人が一般住宅を建設するために借受人と義父との間で使用貸借権を設定し

転用する申請です。図面は４５ページに示しているとおりです。 

  申請地の農地区分は、街区の面積に占める宅地の面積が４４．４パーセントになっており、

第三種農地と判断されると考えます。転用することに隣接者、地元等の同意も得られ、周辺農

地の営農に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。 

  また、この４５ページの図面の申請地の南側の部分、そこに農地が残っておりますが、これ

は一つの農地だったのを分筆して、２筆に分けております。南側の農地につきましては今回申

請する宅地から入れるような、そういう計画になってございます。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 異議がありませんので、番号１番は許可相当と意見を付して進達することと決定いたし

ます。 

  ここで、暫時休憩といたします。 
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（休 憩） 

（再 開） 

 

 

～ 議案第３号 １番～７番 ～ 

 

○議長 議案第３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、説明をお願いし

ます。 

○事務局 議案第３号、番号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、〇番〇〇が説明します。 

  １番は、地目変更のための非農地証明願です。地図は、４８ページに示しています。 

  ３月１３日に現地を確認したところ、宅地内の下水管が埋設してあり、家の軒下のようなと

ころで農地への復旧は困難であり、周囲の状況から見て非農地と判断しても特段に影響がない

と見込まれます。 

  また、農地でなくなった時期は平成８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３号、２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 番号２番を、〇番の〇〇が御説明させていただきます。 

  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。 

  ３月１２日に現地を確認したところ、現況は農機具置場兼露天駐車場となっており、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日付非農地証明願の取り扱いについての第４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、よろしくお願いいたします。 

  番号３番を〇番の〇〇が説明させていただきます。 
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  ３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。 

  ３月１２日に現地を確認したところ、現状は資材置場兼池になっており、農地への復旧は困

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

  また、農地でなくなった時期は平成６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、よろしくお願いします。 

  次に番号４番を、〇番の〇〇が説明させていただきます。 

  ４番は、地目変更のための非農地証明願です。地図は、５０ページに示しております。 

  ３月１２日に現地を確認したところ、現況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６４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に該当するため、地域委員会

としては証明することに問題ないと考えます。御審議、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、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がありませんので、番号２番は証明書を交付すべきものと決定いたします。 

  続きまして、番号３番について意見等はございませんか。 

（「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 異議がありませんので、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、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。 

  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、５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 番号５番を、〇番〇〇が説明します。 

  ５番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は５１ページに示しています。 

  ３月１２日に現地を確認したところ、現地は山林となって、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３４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日付非農地証明願の取り扱いについての第４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。 

○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 異議がありませんので、番号５番は証明書を交付すべきものと決定いたします。 

  続い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、６番、７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 それでは６番を、議席番号〇番の〇〇が説明します。 

  ６番は、防火水槽設置に伴う地目変更のための非農地証明願です。申請者は丹波市長となっ

ております。地図は５２ページに示しております。 

  ３月１３日に現地を確認したところ、市の防火水槽が設置してあり、消防施設用地として該

当するため、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本年の２月であります。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１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。 

  地図で見たように、東側につきまして、この地域には防火水槽がなくて、今回、防火水槽が

できます。今後は地元自治会が管理すると聞いております。御審議のほどよろしくお願いいた

します。以上です。 

○委員 ７番を、〇番〇〇が説明いたします。 

  ７番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は、５３ページにつけております。非常

に小さい部分でわかりにくいかと思いますが、隣接する点線のところに実は排水溝が通ってお

りまして、その縁となっておるような極小の部分でございます。 

  ３月１３日に現地を確認したところ、現地は宅地の一部となっており、農地への復旧は困難

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

  また、農地でなくなった時期は昭和５７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 異議がありませんので、番号６番は証明書を交付すべきものと決定いたします。 

  最後に、番号７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。 

 

 

～ 議案第４号 ～ 

 

○議長 続きまして議案第４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４朗読。 

○議長 それでは、青垣地域委員会からの確認報告をお願いいたします。 

○委員 ○○からの、地籍調査に伴う現地調査及び地目認定のための届出でございまして、３月

１２日、地域委員会で確認に参りました。 

  登記簿では○○番は畑、○○番は田となっております。現地は植林をされ、結果としては山

林であることを報告いたします。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 意見等がございませんので、採決をとります。 

  議案第４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

り山林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４号、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山林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５号 ～ 

 

○議長 続きまして議案第５号、農用地利用集積計画の決定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。 

○議長 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 ３月１３日に１番から７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、

農作業等に常時従事する等、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

と考えますので、決定することに特に異議はございません。 

○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 ３月１２日、氷上地域委員会におきまして、番号８番から３０番まで、また農地中間管

理機構分も含め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、農作業等に常時従

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。 
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○議長 柏原、氷上地域委員会からの確認報告がございました。 

  これに対して質問等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 質問等がないようですので、採決をとります。 

  議案第５号、柏原地域、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５号、柏原地域、氷上地域における農用地利用集積計

画の決定について、全て照会のとおり決定することに異議がないと回答いたします。 

  続きまして、青垣地域は農業委員会等に関する法律第３１条に該当する方がおられますので

退席をお願いいたします。 

（該当議員退席） 

  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 ３１番から５０番と、最後の３６番、農地中間管理機構の件につきまして３月１２日の

地域委員会におきまして確認しました。全ての農地について効率的に耕作し、農作業等に常時

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ことを確認いた

しましたので、決定することに異議はありません。以上です。 

○議長 確認報告が終わりました。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。 

  議案第５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５号、青垣地域における農用地利用集積計画の決定に

ついて、全て照会のとおり決定することに異議がないと回答いたします。 

  復席をお願いします。 

（該当議員復席） 

  続きまして春日地域ですが、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。 

（該当議員退席） 

  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 春日地域委員会から報告いたします。１０ページの５４番から１３ページの７５番まで

についてですが、全ての農地について効率的に耕作し、農作業等に常時従事する等、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。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。 

○委員 ７３番ですが、〇〇という法人の名前であるんですけども、昨年の管理状況を聞く機会

がなかったと思うので大丈夫かどうか、その確認だけですけど。 

○議長 春日地域委員会から確認をお願いいたします。 

○委員 一応、地域委員長にも確認しました。そこで出ましたけども、管理はできていると地域
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委員会としてはそのように聞いております。 

○議長 いいですか。 

○委員 そのとおりで結構です。 

○議長 ほかに意見等はございませんか。 

○委員 今の７３番のところ、備考欄の人材とは何ですか。 

○議長 事務局、説明をお願いします。 

○事務局 失礼します。農業振興課から提出されておりますので確認をとりまして、後刻回答に

させてください。 

○委員 その後刻とは。 

○事務局 今から確認します。 

○議長 ちょっと聞いてきて。 

（該当委員復席） 

  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 ７６番から９３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、農作業等

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ま

すので、決定することに特に意見はございません。 

  ７８番は、前も出ておりましたように、この上滝にお住まいがあり、農地を適切に管理され

ています。 

  その次の７９、８０、８１番の方ですが、これはちょっと問題があるので、事務局からも文

書で回答していただくようなことを伝えております。この場で意見がありませんと、皆さんで

許可していただく場合に何か勧告を与えるような文書をつけることをしていただけますでしょ

うか。 

○委員 その、ちょっとだけではわからんので、管理が悪いのか。 

○委員 利用権を受ける者の所有農地に遊休農地があって、そこに小屋を建てている。中古の自

動車も置いている。 

○議長 暫時休憩。 

 

（休憩） 

（再開） 

 

○委員 ３月１１日に確認いたしました。７６番から７８番は、全ての農地について効率的に耕

作し、農作業等に常時従事する等、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異議はございません。 

  ７９番から８１番に関しましては、問題がありますので、ちょっと決定するには意見があり

ます。 

  それと８２番から９３番までは、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

業等に常時従事する等、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異議はございません。 

○議長 確認報告が終わりました。今、確認報告がありましたように、７９番、８０番、８１番

は、利用権の設定を受ける者の所有農地に無断転用があるという報告がございました。 
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  ７９、８０、８１番以外について、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、今、山南地域委員会から確認報告がありましたように、７

９番、８０番、８１番は利用権の設定を受ける者の所有農地に無断転用があるため、この山南

地域におけるリストから除外します。 

  そのほかについては、議案第５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、

７９、８０、８１番以外は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５号、山南地域における農用地利用集積計画について、

７９番、８０番、８１番は除いて、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

いたします。 

 続きまして。 

○事務局 議長。 

○議長 はい。 

○事務局 失礼いたします。事務局でございます。 

  議案第５号の別冊でありますが、１３ページをお願いいたします。 

  番号の７３番、先ほど御指摘をいただきました件について確認しました。備考のところに人

材という記述がありますが、誤記のため削除をお願いします。申し訳ございませんでした。 

○委員 議長。 

○議長 はい。 

○委員 今の７３番について質問がありました会社ですが、昨年までは除草剤を使わないでやっ

ていたもので草が非常に多かったということで、現在は耕作をきちっとやっているという地元

委員さんの確認結果を報告します。 

○議長 はい。 

○委員 ですから、このとおり承認いただければと思います。 

○議長 それでは、春日地域ですが、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） 

  春日地域委員会からの報告が終わりました。このほかに意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見がございませんので、議案第５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５号、春日地域における農用地利用集積計画の決定に

ついて、全て照会のとおり決定することに異議がないと回答いたします。 

  復席をお願いします。 

（該当委員復席） 

○議長 次に市島地域委員会からですが、市島地域につきましても農業委員会等に関する法律第

３１条に該当する方がおられますので、退席をお願いいたします。 

（該当委員退席） 
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○議長 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 ３月１１日に１００番から１１７番、農地中間管理機構の９４番から１０２番まで地域

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、農作業等に常時従事する等、

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

ことに特に異議は、意見はありませんが、１０３番と１１５番、１１６番、〇〇と〇〇の方で

すが、週に４、５日はこちらに、地元に家があって帰ってこられて、ちゃんと耕作をしておら

れます。よろしくお願いします。 

○議長 確認報告が終わりました。意見等はございませんか。 

（「異議なし」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、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５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 １番～２番 ～ 

 

○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補足することはございませんか。 

○委員 番号１番ですけど、これは河川工事に伴う公共の進入路が必要であるというようなこと

で。 

○議長 補足説明が終わりました。質問等はございませんか。 

（「意見なし」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

きください。 

 

～ 報告第２号 ～ 

 

○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、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の補足説明はございませんか。 

○委員 〇番、〇〇が説明いたします。 

  ６２ページを見ていただいたらわかるように、山裾のところでございまして、北側、山の際

を現在、造成して申請人が住宅を建設中でございます。その南側のこの土地を、農地として利
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用するということで購入されたわけですが、山からの水が非常に多く来ているところで、沼地

のような状態になっておりまして、そこを管理するためにはヒューム管で水を抜き、そして土

盛りをして管理したい。そこに柑橘系の果樹を植えて管理する計画が提出されております。以

前より耕作放棄地のような状態になっておったところでございますので、そのような形で管理

されるということで、地元委員会としては確認しております。 

○議長 補足説明が終わりました。質問等はございませんか。 

（「意見なし」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、御承知おきくだ

さい。 

 

～ 報告第３号 １番 ～ 

 

○議長 続きまして報告第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の補足説明はございませんか。特に

ありませんか。 

○委員 では、申請人が９１歳と高齢ですのでどうかと思われるかと思いますが、後継者が同居

しておりまして、その方が耕作されますので、名義人はまだお母さんですが、後には相続され

る土地でございますので、このような申請になっております。 

○議長 質問等はございませんか。 

（「意見なし」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きましては、

御承知おきください。 

 

～ 報告第４号 ～ 

 

○議長 続きまして報告第４号、電気事業者による届出について、事務局、説明をお願いいたし

ます。 

○事務局 報告第４号、朗読。 

○議長 報告第４号、電気事業者による届出が１件ございます。御承知おきください。 

 

～ 報告第５号 ～ 

 

○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 事務局の説明が終わりました。２件の公共工事の届出が出ております。御承知おきくだ

さい。 

 

～ 報告第６号 ～ 
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○議長 続きまして報告第６号、農地法第５条の規定による許可の取消願について、事務局、説

明をお願いいたします。 

○事務局 報告第６号、朗読。 

○議長 １件の第５条の許可の取消願が出ております。御承知おきください。 

これをもちまして、第１２回定例総会を終了します。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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３月２５日 

 

            議     長                    ○印  

 

 

            議事録署名委員（ １２ 番委員）            ○印  

 

 

            議事録署名委員（ １３ 番委員）            ○印  


