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令和２年度 第１回定例総会議事録 

  

１．日 時  令和２年４月２７日 午後１時３０分 

２．場 所  丹波市立春日体育センター 

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 

        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） 16番 善積 久行  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） 

        ５番 德田 義信 

 

○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 農地等の競売に対する買受適格証明承認について（第３条） 

  議案第 ４ 号 農地転用許可条件の変更申請承認について（第５条） 

  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 農地の形状変更届について 

  報告第 ２ 号 農地法施行規則該当転用届について 

  報告第 ３ 号 公共工事の届出について 

  報告第 ４ 号 農地法第３条の規定による許可の取消願について 

  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 それでは時間が参りました。令和２年度丹波市農業委員会第１回の定例総会を開催いた

します。最初に会長、挨拶をお願いいたします。 

 

２．会長挨拶 

○古倉一郎会長 （挨拶） 

○議長 ありがとうございました。 

  それでは、事務局、会議の開催について報告をお願いいたします。 

○事務局 人事異動の挨拶 

○事務局 それでは改めまして、会議の開催の報告に入らせていただきたいと思います。 

 本日、秋山委員さんと和田委員さんについては遅刻の連絡をいただいております。また德田委

員さんについては、本日は欠席という連絡をいただいております。 

結果、現時点で２４名中２１名の委員さんの御出席いただいておりますので、この会議が農

業委員会等に関する法律第２７条の規定により成立していることを御報告させていただきたい

と思います。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、議事録署名委員の指名について、１４番婦木克則委員、１５番三村俊一委員、

両名、よろしくお願いいたします。 

 

４．議事 

 

～ 議案第１号 １番～１７番 ～ 

～ 議案第２号 ５番 ～ 

～ 報告第４号 ～ 

 

○議長 それでは、日程４ですが、議事に入ります前に、こういう時期でございますので、でき

るだけ時間短縮を行いたいと思います。 

  ここで提案でございますが、議案及び報告につきまして、各地域委員会から案件が出ており

ます。その案件の最初に番号が書いてありますが、その右側に土地の所在を記載していますが、

従来なら、これ全ての土地の名前を読んでいたわけですが、この一番上に書いてある土地のみ

を朗読させていただいて、ほか１筆とか、計何平米という朗読の仕方にしたいと思うのですが、

いかがでしょうか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ありがとうございます。 

  では今回は、そういう方法でやらせていただきます。 

  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。 
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○事務局 議案第１号、１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 それでは１番から３番までを、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、経営規模を拡大させたいというもので、６ページに

図面を付けてあります。 

  この土地は全てひとり暮らしの老人が所有していたものであり、地域内から娘の所へ同居す

るということで、手放された農地でございます。不動産屋が入っていたのですけれども、その

方も地域内の農業者に売買をしたほうがいいということで、地域内の農地を守りたいという５

０代から６０代の地元耕作者で、購入されることになりました。 

  それで、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

ることを確認しています。御審議のほどよろしくお願いします。 

  ２番についても、また同じ方の所有農地ですけども、登記簿についても先ほど言いましたが

若い地元の方が購入したいということで、申請が出ております。図面は７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

確認しています。御審議のほどよろしくお願いします。 

  ３番目ですけども、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

７ページに付けてあります。このお宅につきましては、お父さん、お母さん、一緒に農作業を

されておりますので、息子さんは会社員ですけど、ずっと農業経営をやっていけるということ

でございます。 

  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、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。 

  次に、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。 
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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、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、４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 それでは、番号４番を議席番号○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、８ページに地図を

付けています。 

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

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

しています。以上です。 

○委員 それでは、５番を○番○○が説明をいたします。 

  ５番は、農地を売買により取得し、新たに就農するというもので、９ページに図面を付けて

おります。新規就農ではありますが、実家が農業をされており、それを手伝いながらともに農

業をするとしたものです。 

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

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

しております。また、新規就農ですので、自治会や農会の方にも、地元の取り決めに従うとい

うことを誓約しております。また、譲渡人の農地は、この後５条で申請される農地で全てなく

なります。なお、譲受人の親の農地の一部が宅地等になっていたので、令和２年７月までに非

農地証明願を提出するとの誓約書が添付されています。 

○委員 番号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

しております。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員 番号７番を、○番○○が説明いたします。 

  ７番は、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。 

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

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

しております。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員 それでは、番号８番を議席番号○番○○が説明をいたします。 

  ８番は、２筆５２２平米を母親からの贈与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、１２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。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長 確認報告が終わりました。 

  それでは、番号４番について意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号４番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  続きまして、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、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） 

○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。 

  次に、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、番号９番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。番号９番と２６ページ、議案第２号の農地法第５条の規

定による農地等の所有権移転許可申請承認の番号５番は併議とさせていただきます。最初に、

２６ページの５条を先に審議したいと思います。 

  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。 
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○委員 ５条を御説明させていただきます。２６ページの５番、○番○○が説明します。 

  ５番は、売買により農家住宅として利用するための申請です。地図は１４ページになります。 

  本件は、過去に申請方法についての事前相談があり、地域委員会において現地確認を行った

結果、申請地の約９割が４０年ほど前から宅地となっておりましたが、残りの部分に１アール

を超える農地の存在が認められたため、地域委員会として農地法第５条の許可申請を指導した

ものです。 

  申請人は、現在家族７名で生活しており、以前から農業をしながらの田舎暮らしに憧れ、当

地域において農地及び広い敷地を有する宅地を探していたところ、今回の物件に至り、申請を

行うこととなりました。広い敷地を有する宅地を探していた理由としては、家族が大人数であ

ることと、申請人の夫が○○会社を経営しているため、その事業用地を確保するものです。１

５ページの現況図がありますが、この地図のとおり申請地はいびつな形状であり、北側から東

側にかけて石垣の前栽が設置され、母屋、倉庫、物置の３棟の建物が存在しており、今回の転

用計画では田舎暮らしに必要不可欠な自家用車及び来客者用の駐車スペースを新設し南側に整

備するものです。申請地の農地区分は、街区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。 

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

ないことを確認しています。 

  なお、譲渡人から始末書が添付されておりますので朗読をさせていただきます。 

  この土地に、昭和４１年頃に物置、昭和４９年に倉庫、昭和５０年頃に母屋を私の父が建て

ました。農地法の許可なく造成し、建築したようで、深く反省をしております。今後、こうい

うことがないように十分注意いたしますので、今回の申請の件、御許可いただきますようよろ

しくお願いいたします。始末書は、以上でございます。 

  それから、３条に移りたいと思います。３ページ、９番を○番の○○が説明いたします。 

  この案件は、申請者が農業を始めるため農家住宅を取得し、その譲渡人の所有する農地を取

得したいというものでございます。図面は１３ページ、１４ページに付けております。 

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

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

確認しております。 

  なお、譲渡人の農地は、これでなくなります。以上でございます。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、２６ページの５番について、第５条ですが意見等はございませんか。 

○委員 ○番○○です。この議案書を見た限りでは、農家住宅で１，３００平米の転用申請とい

うことになっております。おおむねですけど、農家住宅は１，０００平米というふうに言われ

ていますので、この１，３００平米というたら大き過ぎるというところ、そういう話も出てく

るだろうと思います。図面を見ていただいたら、配置図も添付していただいておりますけど、

実際の転用分、砕石を敷いて駐車場にすると、この部分について見積書の面積を確認しました

ら、１６０平米であるということで１，３００平米の転用許可という申請にはなっております

が、その辺のとこを１，３００平米の転用という考え方じゃない、１６０平米の農地として残
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っている部分の転用許可申請であると。この辺もきっちりもう区別した中での審議をお願いし

たいと。万が一、今後、大きめの申請が出てきたときのためにも、きっちりと慎重に審議を、

御意見を出していただけたらというふうに思います。 

○議長 ただいま意見が出ましたけども、この件について何かほかに意見等はございませんか。

特にありませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ないようですので、２６ページの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、２６ページの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。 

  では、３ページにお戻りください。３ページの番号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。 

  続きまして、春日町の案件を事務局、説明お願いいたします。 

○事務局 議案第１号、１０番～１３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、○番の○○が説明いたします。 

  １０番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、１６ページに地

図を付けております。 

  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、譲渡人につきましては農地がまだありますけれども、地元に弟

さんがおられますので、管理をされております。御審議のほどよろしくお願いいたします。以

上です。 

○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、１７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。譲渡人の所有する農地は今回の申請でなくなり、農業経営は廃止となりますの

で、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員 １２番を、議席○番の○○が説明します。 

  １２番は、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、１８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
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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いることを確認

しております。面積が少なくて家庭菜園レベルの農地といいますか。さらに譲渡人の所有する

残りの農地はまだたくさん残っておりまして、引き続き耕作をしております。御審議のほどよ

ろしくお願いします。 

○委員 １３番を、○番○○が説明いたします。 

  １３番は、譲受人、譲渡人が親子関係にありまして、譲受人が譲渡人から贈与により農地を

取得し、経営規模を拡大したいというものです。 

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

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

しております。なお、譲渡人の農地はまだありますが、自身も農業経営をしており、今回は一

部の贈与になります。また、譲受人としては譲渡人が海外に出かけて不在のことが多いため、

自身が譲り受け、将来的に認定農業者を取りたいということで今回の申請になっております。

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。 

  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 意見等がありませんので、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。 

  番号１２番について意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がございませんので、採決をとります。 

  番号１２番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  １３番について意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１３番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  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、１４番～１６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、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 １４番から１６番までを○番○○が説明させていただきます。 

  １４番の申請人は、親子関係にあります。同居している親からの贈与で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。 

  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、２２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。 

  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、２３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。 

  それと１５番の方の残地はありません。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。 

  次に、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 意見等がありませんので、採決をとります。 

  番号１５番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  次に、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、報告第４号朗読。 
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○議長 事務局の説明が終わりました。５９ページの報告第４号と関連がありますので、報告第

４号につきましては御承知おきください。 

  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 １７番を、○番○○が説明します。 

  １７番は、贈与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す。地図は２４ペ

ージです。 

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

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

しております。 

  地図の２４ページの申請地の上に、太枠で囲んである農地がありますけど、そこは今、これ

も３条申請で移転しようとする案件です。もうすぐしたら、ここも３条が出てくると思います。

以上です。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。 

 

～ 議案第２号 １番～４番、６番～８番 ～ 

 

○議長 続きまして、議案第２号、農地法第５条の規定による農地等の所有権移転許可申請承認

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２号、１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○○が、番号１番から３番までを説明をいたします。 

  １番は売買により一般住宅を建設するための申請です。図面は２８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の割合が４０パーセントを超えている

という項目に該当いたします。街区の面積が１７，２７１平米。そのうち農地の面積が６，３

１９平米、宅地の面積が１０，９５２平米の６３．４パーセントということで、宅地面積が４

０パーセントを超えております。よって第３種農地と判断されます。また、転用面積は必要最

小限のものであり、農地法第５条第２項各号には該当せず、いずれも申請内容に問題がないこ

とを確認しています。 

  続いて２番でございます。 

  ２番は売買により一般住宅を建設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、上下水道が埋設してある道路に面しており、なおかつ５００メートル
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以内に○○小学校、○○歯科があるということから第３種農地と判断されます。また、転用面

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

題がないことを確認しています。 

  続いて、３番でございます。 

  ２番のすぐ隣でございます。３番も売買により一般住宅を建設するための申請でございます。

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、先ほどの２番と同じで上下水道、小学校と歯科医院ということで、第

３種農地と判断されます。 

  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。 

  続きまして、番号２番について意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号２番について、許可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、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、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、番号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 それでは番号４番を、○番の○○が説明をいたします。 

  ４番は売買により農家住宅の建築のための申請です。図面は９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１３，１９０平米、宅地の面積５，５３０平米で宅地の割
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合が４２．９パーセントとなり、４０パーセントを超えておりますので第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がないも

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、また代替地等の検討もされており、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。御審議よろしくお願いいたします。 

○議長 確認報告が終わりました。 

  それでは、番号４番について意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号４番について、許可相当と意見を付して進達することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号４番は許可相当と意見を付して進達すべきものと決定い

たします。 

  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、６番～７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６番を議席番号○番の○○が説明いたします。 

  ６番は売買により農家住宅を建設するための申請です。地図は１６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で、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。また、地元自治会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。 

  先ほどの３条申請で取得した農地のすぐ横の農地にあって、そこで農家住宅を建て農作物を

栽培していくというふうになりました。御審議のほどよろしくお願いいたします。以上です。 

○委員 番号７番を、○番○○が説明させていただきます。 

  ７番は売買により貸露天資材置場として転用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、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、地元の同意も得られ、周辺農地の営農

への支障はないものと思われます。また、転用面積は必要最小限のものであり、農地法第５条

第２項各号には該当せず、いずれも申請内容に問題がないことを確認しています。御審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

○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） 
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○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。 

  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。 

  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２号、８番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。それでは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 ８番は、○番○○が説明させていただきます。 

  ８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３１ページに示してい

るとおりです。 

  申請地の農地区分は、街区に占める宅地面積が４０パーセント以上であるため、第３種農地

と判断されます。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

除として雨水排水は、既設排水路に流す予定です。 

  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

いことを確認しています。なお、太陽光発電設備につきましては、パネル２０４枚、４９．５

キロワットとなっております。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。 

○委員 はい。 

○議長 はい、どうぞ。 

○委員 太陽光発電ですけど、以前、いわゆる、もしこの会社が倒産したりして責任を果たせな

くなったときのあれを、議会が条例化してやっていくなと思っていましたが、会長に聞きます

が、その後の進展はあるのですか。それはもうそのままですか。 

○議長 会長指名ですので、お願いします。 

○古倉一郎会長 条例の制定なりについて、以前からお話を申し上げとるところではございます

が、現在のところ、まだそういうことには至っておりません。倒産した場合のリスク、何が一

番問題かというたら、発電しとる間やったら、継承者がみつかることもあるやろうけど、いよ

いよそれが産業廃棄物になるという段階になったときには、例えその会社が存続しとっても、
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個人の場合、存在されとっても産業廃棄物ということになることには、今後いろいろと問題が

出てくるのではないかということが予想されます。そういうとこも含めて、今のうちに丹波市

独自の廃棄にあたっての取り決めなりいうことを含めて、対策が必要やということは感じてお

ります。 

  午前中、運営委員会があって、その場でちょっと聞いたことなんですけど、近々、買取価格

があと２円まだ下がるというようなことも聞きました。もうそうなったら、とてもやないけど、

発電事業はできへん。もう今が最後のチャンスやというようなことを言われていたというよう

な話も聞いたんですけど、もうそれは近いんやないかな。最後の最後で出てきよるなという部

分ではないかというふうに感じております。 

  開発にあたっての規制という時期は、もう既に終わって、これから考えるのは、廃棄にあた

っての対策。これを今のうちからしっかりとしておくべきだというふうには思っておりますの

で、今後、その辺を強くお話していきたいなというふうに思っております。 

○委員 今までにもね。相当数の売電事業を幾らでやられたか分かりません。それから投資額が

回収できたらええっちゅうようなもんじゃない。今までも我々は、そのちゃんとした方法を取

らなかったために、少し会社がつぶれたら誰がこの後、責任を取るんやということになってき

たら、いや、農業委員会さんは、そんなもんちゃんと話しとったんちゃうんか、いや、そんな

もん知らん。当然ね。我々何の責任もないんや。せやから、是非ね、下がったからとか、下が

らへんということじゃないんや。今ある発電設備にも何か要綱がないかいうことを議会等とも

一緒に相談して、前向きな方向で検討していただきたいと思います。どうなのでしょうか。

我々が、積極的にやる気がないと、議会側が来るのを待っとるのでしょうか。 

○古倉一郎会長 積極的に動く気がないわけでも、何でもございません。農業委員会としてでき

ることの限界がございますので、農業委員会としてできることの一つとして議会なり当局なり

というところに今後の対策を早く練るようにということは強く申し上げていきたいというふう

に思っております。 

○委員 分かりました。お願いします。 

 

～ 議案第３号 １番～３番 ～ 

 

○議長 では次の議題にまいります。 

  議案第３号農地等の競売に対する買受適格証明承認について、事務局説明をお願いいたしま

す。 

○事務局 議案第３号、１番～３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 ３号の１番、２番、３番を一括して説明をいたします。 

  これは、申請人が裁判所の競売に参加するための申請でございます。申請人の方は、いずれ

の方も意欲的に農業に取り組んでおられます。今回も農業経営規模拡大のための申請でござい

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
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しております。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

  なお、３番の申請者に関しましては、誓約書が添付されております。何筆か駐車場に使って

いる部分があって、そのことで誓約書が出ております。以上です。 

○議長 確認報告が終わりました。 

  番号１番、２番、３番一括して行いたいと思います。 

  番号１番、２番、３番について意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、議案第３号農地等の競売に対する買受適格証明について承

認することに異議がございませんか。 

（「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３号農地等の競売に対する買受適格証明につきまして

は承認することと決定いたします。 

 

～ 議案第４号 １番 ～ 

 

○議長 続きまして、議案第４号、農地転用許可条件の変更申請承認について、事務局説明をお

願いいたします。 

○事務局 議案第４号、１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 番号１番を、議席○番の○○が説明いたします。 

  １番は、農地をかさ上げし、倉庫を建築するための申請です。図面は３７ページにあります。

申請地の１つである○○番の土地造成を行い、倉庫を建設しようとするものです。一方の○○

番については、既に倉庫の建設を済ませております。議案書にも書いてありますが、理由書が

添付されておりますので、この内容によりますと、この２筆は平成１６年に農地法第５条の申

請を行い、許可を受けて倉庫２棟とバレーボールコートを建築、設置しようと購入いたしまし

たが、１棟を建てたものの当社の○○営業所の移転などで予想外の出費が生じたため、○○番

の倉庫並びにバレーボールコートの計画が困難となって中断いたしておりました。１６年を経

過いたしました今日、新倉庫のみを建築する計画の変更となりました。周辺農地への影響もな

く、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。 

○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。 

  ここで暫時休憩としたいと思います。 
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○議長 暫時休憩。 

 

（休 憩） 

（再 開） 

 

～ 議案第５号 １番～７番 ～ 

 

〇議長 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、説明をお願いし

ます。 

〇事務局 議案第５号、１番朗読。 

○委員 番号１番を○○が説明します。地目変更のための非農地証明願いで、図面は４１ページ

です。現地は、以前工場が建っておりましたが、解体されて更地になっている一角にあり、そ

こに水道管が埋設されています。砕石を敷かれ駐車場となっており、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特段に影響がないものと思われます。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４に該当

するため、地域委員会としては証明することに特に問題ないと考えます。御審議のほどよろし

くお願いいたします。 

○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５号、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、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、地目変更のための非農地証明願です。図面は４２ページに示しています。 

  ４月１４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２５年頃からで、地元自治会長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。 

○委員 それでは３番を、番号○番、○○が説明をいたします。 

  ３番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は１２ページに示しています。 

  ４月１４日に現地確認を行ったところ、○○番○と○○番○につきましては植木が植わって

おり前裁で、○○番○は宅地の一部として利用されていました。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に影響がないものと見込まれます。 
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  また、農地でなくなった時期は、昭和４５年頃であり、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は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。 

  番号３番について意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号３番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号３番は証明書を交付すべきものと決定いたします。 

  次に、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５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４番を、○番○○が説明します。 

  ４番は、遺産相続による所有権移転で地目変更をするための非農地証明願です。地図は４３

ページに示しています。 

  ４月１４日に現地を確認したところ、現地は物置が建っていまして、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５８年頃からで、地元自治会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。 

  続いて５番を○番○○が説明します。 

  ５番も遺産相続による所有権移転で地目変更を行うための非農地証明願です。地図は４３ペ

ージです。 

  ４月１４日に現地を確認したところ、現地は車庫と物置になってい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。 

  農地でなくなった時期は、昭和４５年頃からで、地元自治会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。 

○委員 続きまして、番号６番を、○番の○○が説明をいたします。 

  ６番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は４４ページに示しております。 

  現地は、露天駐車場、テニスコート、山林となっており農地への復旧は困難であり、周囲の
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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６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

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。審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

○議長 確認報告が終わりました。 

  それでは、番号４番について意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号４番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がありませんので、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。 

  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。 

  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、７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７番を、議席○番の○○が御説明いたします。 

  ７番は、地目変更のための非農地証明願です。地図は４５ページに示しております。 

  ４月１５日に現地を確認したところ、竹藪となっており農地への復旧は困難であり、周囲の

状況から見て非農地と判断しても特段に影響がないと見込まれます。 

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

平成２１年１２月２４日付非農地証明願の取り扱いについての第４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。 



 - 19 - 

  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 異議がありませんので、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６号 ～ 

 

○議長 続きまして、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

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○○が説明します。 

  ４月１３日に地域委員会で確認いたしましたところ、写真のとおり全て山林になっており、

農地に復旧することは困難であると見込まれます。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。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がございませんので、採決をとります。 

  議案第６号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に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、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 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 ４月１５日に１番、２番について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 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番から８番まで内容を確認しましたが、全ての農地について効率的に耕作し、農作業

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

れますので、決定することに特に意見はありません。 

○議長 続きまして、青垣地域委員会からの確認報告をお願いいたします。 

○委員 ９番から１６番につきまして、４月１４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１

８条第３項の各要件を満たしていると考えられますので、決定することに異議はありません。
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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 １７番から３２番まで、４月１５日に地域委員会で確認いたしましたが、全ての農地に

ついて効率的に耕作し、農作業に常時従事する等、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の

各要件を満たしていると考えられますので、決定することに特に異議はありません。 

○議長 次に、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 ３３番から４２番まで確認しましたが、全ての農地について効率的に耕作し、農作業に

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

ますので、決定することに特に異議はありません。 

○議長 続きまして、市島域委員会からの確認報告をお願いいたします。 

○委員 ４３番から５６番まで、確認しましたが全ての農地について効率的に耕作し、農作業に

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

ますので、決定することに特に異議はありません。４５番の○○市の方について、先月も出て

いましたが、しっかり営農をされておられますので問題ありません。 

○議長 各地域委員会からの確認報告が終わりました。これ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７号、農用地利用集積計画の決定について、全て照会のとおり決定することに異議が

ないと回答することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、議案第７号、農用地利用集積計画の決定について、全て照会

のとおり決定することに異議がないと回答いたします。 

 

～ 報告第１号 ～ 

 

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

○事務局 報告第１号、１番～２番朗読。 

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

か。質問等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 それでは報告第１号、農地の形状変更届につきましては、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、農地法施行規則該当転用届について、事務局説明をお願いい

たします。 

○事務局 報告第２号、１番～３番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。柏原、青垣、山南の各地域委員から補足説明することは

ございませんか。始末書添付が２件ございます。その分だけちょっと説明お願いいたします。 
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○委員 柏原から報告します。この件につきましては、農業倉庫なり農作業所を無許可で建設し

ましたということで、農地法の許可を得ずにしており、始末書が本人から提出されています。 

○委員 始末書が出ておりますので、読ませていただきます。 

  この度は、私の所有する山南町金屋○○番の土地に許可なしに農業用倉庫を建設してしまい

御迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんでした。対象の倉庫は亡き父が４０年前に建築し

たようですが詳細は聞いておりません。今後は、このような行為を二度と起こさないよう誓約

する証として本書を提出しますとのことです。 

○議長 報告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３号 ～ 

 

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

○事務局 報告第３号、朗読。 

○議長 １件の公共工事の届出があります。御承知おきください。 

 

～ 報告第５号 ～ 

 

○議長 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 事務局からの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） 

〇議長 質問等がないようですので、報告第５号、農業経営改善計画の規定につきましては、御

承知おきください。以上で、本日の議事は全て終わりました。 

これをもちまして、第１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４月２７日 

 

            議     長                    ○印  

 

 

            議事録署名委員（ １４ 番委員）            ○印  
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            議事録署名委員（ １５ 番委員）            ○印  


