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令和２年度 第２回定例総会議事録 

  

１．日 時  令和２年５月２５日 午後１時３０分 

２．場 所  丹波市立春日住民センター大会議室 

３．出席者 

○農業委員会 （２４名） 

 （柏原地域） １番 古倉 一郎  ２番 矢本 規夫 

 （氷上地域） ３番 足立 正典  ４番 田中 保夫  ５番 德田 義信 

        ６番 山本 育男  ７番 山本 定夫  ８番 足立 康裕 

 （青垣地域） ９番 足立 篤夫  10番 足立 俊哉  11番 足立 信昭 

 （春日地域） 12番 秋山佐登子  13番 近藤 眞治  14番 婦木 克則 

        15番 三村 俊一  16番 善積 久行 

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

        20番 和田 憲治 

 （市島地域） 21番 荒木 嘉信  22番 杉山 重利  23番 須原 芳夫 

24番 橋本 慎司 

 

○欠席委員 （０名） 

   

 

○事務局（３名） 

４．議事 

  議案第 １ 号 農地法第３条の規定による許可申請承認について 

  議案第 ２ 号 農地法第４条の規定による許可申請承認について 

  議案第 ３ 号 農地法第５条の規定による許可申請承認について 

  議案第 ４ 号 非農地証明願承認について 

  議案第 ５ 号 農地法第３条第２項第５号に定める別段の面積を定めることについて 

         （下限面積の設定） 

  議案第 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 

   

 

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２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．会長あいさつ 

○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 失礼します。本日、４番の田中委員については、１０分ほど遅刻の連絡をいただいて

おります。 

結果、現時点で２４名中２３名の委員さんの御出席を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。 

  合わせて、議案書の訂正をお願いいたします。議案書表紙の開催場所について、丹波市立春

日体育センターから丹波市立春日住民センター大会議室と訂正をお願いいたします。もう一点

訂正がございます。２４ページをご覧ください。議案第３号６番についてですが、備考に○円

とございますが、これは○円の間違いでございます。○円と訂正をお願いいたします。以上で

ございます。 

 

３．議事録署名委員の指名について 

○議長 それでは、議事録署名委員の指名について、指名させていただきます。 

  議席番号１６番善積久行委員、議席番号１８番田中耕作委員、両名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～１１番 ～ 

～ 議案第１号 賃貸借権設定 １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１号、１番～３番朗読。 

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

○委員 それでは議案内容が少し複雑ですので、５ページの図面をご覧ください。 

  こちらの四角の土地が防火用水になっております。次に、この三角の田んぼを購入されまし

た。また、斜めの線が里道です。地元の方にお聞きしたところ、この四角の防火用水を里道の

上に作られたそうです。 

この１番の３０平米の農地を３条で申請されています。続けて、２番も説明してよろしいで
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すか。 

○議長 関連があれば説明してください。 

○委員 はい。関連があります。２番の○○番○と○○番○は、この防火用水から外れた土地で、

こちらを譲受人さんのほうに贈与で権利を移転します。 

１番２番について、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条件等に適合しており、許可要件を全て満たし

ていることを確認しております。 

○委員 ３番は、基本的な売買により農地を取得し、経営規模を拡大したいということで、６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条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。今、１番２番３番を説明していただいたわけですが、それで

は１番について、意見、質問等はございませんか。 

○委員 少しよろしいか。１番の３０平米の申請は３０平米だけ農地で残っているということで

すか。これ地図を見たら、向こうずっと大きい真っ白なんやけど、地図が書いてあるとこが。

その３０平米がこう三角形であります。そこだけ農地で残って、ほかは非農地か宅地か。 

○委員 役員さんに聞いても何遍聞いても分からへん。最初は里道が斜めに走ってたんです。そ

れを廃止して、防火用水とそれから小さい三角形の分と。で、防火用水の中に入ってる部分に

ついては、御承知のとおりこれは非農地証明で処理をします。 

○委員 要するに里道が上から下へこう走っている。 

○委員 斜めに走ってたんです。 

○委員 はい、分かりました。 

○委員 里道の話は何となく分かったんですけど、現在その里道はあるわけですか。 

○委員 いやだから、これ改良はしたけど。 

○委員 ないですね。 

○委員 これは廃止されて、防火用水の上については、里道やったから関係ないと。里道もこの

田んぼになるのは関係なしに、これはもう権利が移動しています。 

○委員 その時に、３０平米の三角ですけど、この周りに、例えば上成松○○番○という文字が

書いてあるところの農地で、その農地と一体のものであるというふうに考えたらよろしいんで

すか。 

○委員 いや、じゃないでしょ。これはもともと今○○番○は、上の小さいちょっと下に出た部

分ですね。 

○委員 いや、文字が書いてある場所と、１枚の田んぼになっているのかどうか。 

○委員 すみません。事務局、説明していただけませんか。 

○議長 事務局、ホワイトボードで説明いただけませんか。ホワイトボードに書いて説明したほ

うが早いから、ちょっと説明してください。 

○事務局 暫時休憩をお願いします。 

○議長 暫時休憩。 
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（休 憩） 

（再 開） 

 

○議長 それでは再開いたします。 

  番号１番について、そのほか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、関連があります番号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、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。 

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、４番～７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、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、○番の○○が説明いたします。 

  ４番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいということで、７ページに地図を

付けております。 

地域委員会におきましては、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条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 それでは続きまして５番６番７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ことで、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と

確認をいたしました。よろしくお願いいたします。 
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  また、譲渡人の農地はこれでなくなります。 

  続きまして、６番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ことで、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ます。 

また、この譲渡人の農地はこれでなくなります。 

○議長 併議となっておりますので、１５ページの１番も説明を、同時にお願いします。 

○委員 併議となっています１５ページの１番を、○番○○が説明させていただきます。１番は、

農地を賃貸借により借り受けるものであります。１６ページに位置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と、確認を

いたしました。 

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

続きまして、７番を○番の○○が説明をいたします。 

  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ことで、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。 

よろしく審議をお願いいたします。 

  なお、譲渡人の農地はなくなります。以上でございます。 

○議長 確認報告が終わりました。 

それでは番号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。 

○委員 ５番の方は、新規就農という形でしょうか。 

○委員 はい、そのように確認しております。 

○議長 よろしいですか。 

○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番と１５ページの１番について、意見等はございませんか。 

○委員 よろしいですか。 
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○議長 どうぞ。 

○委員 この譲受人はもう家が市内にあるんですか。家または拠点が。 

○委員 拠点については、この９ページの図面を見ていただいたら、隣に住宅があります。これ

立派な住宅でして、その家と一緒にこの農地を買われておりまして、この許可が下りたらここ

に帰ってきて、住むということで、○から通うということでお聞きしています。 

○委員 それと、もう一つすみません。稲土と小倉は離れているのですか。機械をどのように持

っていかれるのかと。 

○委員 草刈程度の作業が必要かと思います。栽培は果樹を作るということで、耕すという行為

は少ないということです。そのための草刈機とか、そういうのは建物の中にもう既に確保され

ている。 

○委員 果樹か。 

○議長 よろしいですか。 

  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６番及び１５ページの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６番及び１５ページの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。 

続きまして、春日町の案件を、事務局説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第１号、８番～１０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８番９番を、議席○番の○○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、１１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と

確認をいたしました。 

これで譲渡人の農地はなくなります。ご審議のほどよろしくお願いします。 

続きまして、９番ですが、９番も経営規模を拡大したいというもので、１２ページに地図が

あります。この方は平成３１年に住まいるバンクにより農地を取得され、現在も農業をされて

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
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時従事要件、下限面積及び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 １０番の案件につきまして議席番号○の○○が説明いたします。 

１０番の申請人は、親子関係にあり親から農地を受け取り、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おります。 

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

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

しています。 

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。 

  続きまして、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、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 意見等がございませんので、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。 

最後に、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、１１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１１番を、○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、１４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２項の各号、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。 
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  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。 

○委員 ちょっと暫時休憩いただけますか。 

○議長 暫時休憩します。 

 

（休 憩） 

（再 開） 

 

○議長 では、再開いたします。 

  続きまして、１７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、使用貸借権設定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１番を、○番の○○が説明いたします。番号１番は計１２筆、４，０５０平米の農

地を、使用貸借権の設定により借り受け、農業経営を開始したいというもので、図面は１８ペ

ージに添付しております。 

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

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

しております。 

また借受人は、今回の申請地と同じ○○地区に事業所を有しており、市内の農業機関で営農

指導などを行っていた者を雇用し、その者が農業長として農作業に従事することを確認してお

ります。 

なお、○○地区内におきましては、高齢化による後継者不足や地主の不在により、継続が困

難な農地が年々増加しており、順次これらの農地を今回の借受人が借り受ける予定もあり、地

域の農業生産、農村の生活基盤の維持・保全活動を促進する存在となっていただけるよう、地

元自治会としても、各関係団体や地域委員会としても、期待しているところでございます。 

この１２筆の中には、耕作放棄地等がございまして、地域として、大変苦労しておるところ

でございますので、小さい農地であれ、長年こうして耕作をしていただけることを喜んでいる

所でございます。全部が全部耕作できる状態ではございませんが、今後、随時農地を回復して、

できるようにしたいということで、今回、申請が出ております。以上です。 

○議長 確認報告が終わりました。 

  それでは、番号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） 
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○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。 

 

～ 議案第２号 １番 ～ 

～ 報告第１号 １番 ～ 

 

○議長 次に、議案第２号、農地法第４条の規定による許可申請承認について議題といたします。 

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。 

それでは、春日地域委員会からの確認報告をお願いいたします。 

○委員 １番を○番○○が説明いたします。 

  １番は、農地を転用し、貸露天駐車場として利用するための申請です。図面は２１ページに

示しているとおりです。２１ページに３筆ありますが、こちらが今回の申請のあった農地です。 

  申請地の農地区分は、ＪＲ○○駅から３００メートル以内に存在するので、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、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２２５平米で、妥当であり農地法第４条第６項各号には該当せず、いずれも申請

内容に問題がないことを確認しております。 

  なお、この申請地の南側にあります○店が、今回の申請人の土地であり、この駐車場と今回

の申請分も合わせて、一体的に貸露天駐車場とする申請であります。 

  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。 

○委員 貸す相手は、何か情報ございますか。 

○委員 こちらの○店は現在、営業が中止しておるんですが、次に入られる方が○店の営業をさ

れますので、この駐車場と裏側の駐車場を一体的に駐車場にして使うということで、現在その

申請です。今度、そこにどの業者の方に入っていただくかというのは、今のところ募集中とい

うことでございます。 

  それからこれらの敷地は、全部その申請人のものになります。 

○議長 ほかに意見等はございませんか。 

○委員 これまで貸露天駐車場をするときは、この時点で何人かでも契約者が分かるのであれば、

書いて出すとなっています。今回はないんですね、まだ。計画だけで。 

○委員 今回はそういう形になっています。 

○委員 今後のこともあるんで聞きたいんですけど、こういうふうに契約者がなくても貸露天駐

車場するとしたら、小さな面積でも大きい面積でも、我々はそういう事業をやってくれるので

あれば、事業用地ですから、面積に上限ないですね。いくらでも作れるといえば作れるという

ことでしょうか。 

○議長 決まっているんですか。ちょっと待ってくださいね。今確認していますから。 

○委員 次の借り人が決まっていたようで、我々も知らなかったです。すみません。契約書がつ

いております。 
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○委員 何件ぐらい。 

○委員 １件。 

○委員 １件だけですか。 

○委員 いえ、２件あります。 

○議長 よろしいですか。 

○委員 すいません。どうでしょうか。会長、今後のこともあるんで、我々で、一つのルール作

りやってもいいんではないでしょうか。２件だけというのは、やっぱりちょっと心もとない。

せめて半分ぐらいは、利用者がもう決定しとるんやったら。 

○議長 いや、決定しとるでしょ。 

○委員 今、２件ですか。２人でも、まあ言うたらこの面積でいうたら小さいです。 

○議長 店舗が２つ。 

○委員 え。 

○議長 店舗やね。 

○委員 店舗なん。 

○議長 店舗が２つ。 

○委員 分かりました。店舗が２つですね。半分ぐらいは、店舗とそれから自動車の駐車場とい

うことで計画が上がっているんですね。分かりました。 

○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、２２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、報告第１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 それでは１番を、議席○番の○○が説明いたします。 

  １番は、営農型太陽光発電をするための転用申請です。地図は１１ページに添付されており

ます。 

申請地は農振地でありますが、太陽光発電パネルの下部での作業スペースは地上高が２．５

メートルから３．４メートル、そして支柱の間隔も３．３メートルから３．６メートルもあり

まして、十分に作業できるスペースが確保されております。太陽光のパネルの遮光率は２５パ

ーセントで、太陽の光は７５パーセントとなる結果が出ております。 

 その下の地図を見てもらったらわかるように、今回の申請地の横の三角の田んぼ、これが３

１年に、営農型太陽光とする申請で現在稼働しております。すぐ横の農地、○○番○を今年の

３月に３条で購入されまして、太陽光をするということで、この方は、農業倉庫をお持ちで、

その倉庫が作業場となっております。 

作物としては、シイタケ栽培を予定されております。 
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また、近隣での代替性の検討、資金計画、自治会等の確認同意書も添付されております。こ

のたびの転用について、自治会とも十分にお話をされております。 

  地域委員会といたしましては、農地法第４条第６項各号には該当せず、いずれも申請内容に

問題がないことを確認しております。 

 なお、太陽光発電のパネル枚数につきましては、２４０枚で３８．５キロワットとなってお

ります。それで９２１平米の内１．９５平米が転用面積になっております。 

  御審議のほどよろしくお願いしたいと思います。 

○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。また５２ページの１番について、質

問等はございませんか。 

○委員 ちなみにですけど、この隣の以前にされた三角の営農型のところ、そこでは何を栽培さ

れているんですか。 

○委員 ネギとニンニクですね。 

○委員 これ地元との協定とか、農業委員会から、自治会の方へ話を通してほしいということで

書類をいただいたのですが、地元との同意の中で協定書に含まれるとか、後の撤去費用につい

て、その対応とかその辺の内容については、どのような対応されているのか。 

○委員 協定も結びましたんで、話もされましたけど、改めて総会を開いて話をされました。 

○委員 撤去の件についてはどういうふうな。 

○委員 何も聞いておりません。 

○委員 こないだ市議会議員さんから研修会で、その後の撤去や災害時の費用についての勉強会

があったと言われまして、農業委員会も許可について書類が揃っておれば、認めざるを得んと

いうような話をしました。 

○委員 はい。春日町はほかにも太陽光やりながら、畑やっとるとかありましたね。実は見に行

ってきたんです。そんなもんろくなもんできていません。それを見てきましたか。これやった

らいいと思いましたか。 

○委員 見てきましたよ。 

○委員 で、やったらええと思いましたか。 

○委員 トラクターも入るし。広いし。 

○委員 トラクターが入るかどうかより、作物がちゃんとできてましたか。 

○委員 一応、作付けはされていましたけどね。 

○委員 いや、あかんわ、もう。それであかんっていう、できとった言うんやったらええけど。 

○委員 これ３年間の限定でしたね。期間は３年間で更新する形になっとるんで、それできちん

と採れとれば、３年まで延長できるけど、できてなかったらそこでもうストップになる。その

辺はどうなんですかね。 

○委員 奈良県宇陀市の資料を見ておったら、そこは結構なことをやっておられましたけどね。 

○委員 意外とそれがね、資料はたくさんあるんですよ。ニンニクでもそうなんです。これだけ

の面積でこれだけと採れる。資料はたくさんあるんですけど、実際に営農なさる太陽光の下で

作物を作られて、どれだけできるかと言うたら、まあそれは３年間の資料出して、それがよい

か悪いかは県の判断になって、私らがどうこういうわけではないですが。 

○委員 はい。これはね、非常に困難です。困難な状況になると思う。やはり農業委員会は許可
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するだけでなく、指導もちゃんとしていかなあかんと思います。会長。こんな案件が出てきた

ら、「したかったら、したらええやないかい」では、やっぱり農業委員会としては、無責任で

しょう。ちゃんと成功するような指導はすべきです。 

○委員 営農型の太陽光発電の制度について、一時転用は３年間となっています。 

  で、営農型の太陽光発電についてのみ、その３年後の延長を認めるという形でございます。

で、その太陽光パネルの下で農業をして、収穫をきっちりしていただかないと、あかんのです。

それが通常の８０パーセントやね。８０パーセント以上の収穫を求められております。それが

達成できないときには、３年後のこの一時転用の延長ができないという制約があって、営農型

の太陽光パネルをされるときには、もう何が何でも８０パーセント以上の収穫をしていただく

必要がございます。それができなかったら、撤去せないかんということになりますんで、営農

型の太陽光パネルの設置についての制度は、そういう形でございます。 

  営農指導については、半分陰になるようなところで、どうしたらきっちりできるんやという

ことの知識が、果たして農業委員側に、それだけのものがあるんかどうか。私自身も陰のとこ

ろで、１人前に作るにはどうしたらええんかと聞かれても、なかなかそれは難しい質問だなあ

という感じはします。事業者がここで８０パーセント以上の収穫をあげるという、その作物も

これであれば８０パーセント以上採れるということを自ら考えて、されるわけですから、それ

は期待したいなと思っております。 

○委員 春日地域委員会としてお答えします。今、問題になっております営農型太陽光発電が、

春日ばかり３件ですね、過去の申請地では○○委員がおっしゃる通り、よく出来ていない。ニ

ンニクが全部植わっていたんですが、一般的なものと比べると、面積も全部を使っていないこ

とになってくる。十分でないということで、今年度につきましては、来年頑張ってくれという

ことでお願いしておるところです。毎年こう作っていただくということ。それで、３年後でき

てなかったら撤去ということなので、今後は営農型太陽光をされる場合には撤去費用も十分確

保されているかということも、こちら側として確認していこうと思っています。それも含めて

管理をしっかりしていきたいと思います。 

  今回のシイタケ栽培では、上部の太陽光パネルのすき間がない。全面太陽光で、逆にシイタ

ケなので、そのぐらいでもいいだろうという形の中で、全面太陽光になっておりまして、周り

を黒いもので全面覆うようにして、スプリンクラーをつけるというような状況を確保しつつ、

シイタケ栽培していくという内容だったと思いますので、地域委員会としても今後見ていきた

いというふうに思っております。 

○委員 ほかの太陽光パネルのいろいろな議案が出てきますが、収入がいくらか、それから太陽

光パネルの撤去費用を確保できているかなど、確認するのは営農型だけやと思います。当然そ

れはきちっとやるべきだと思いますが、撤去費用は載せましたか。積立金は。 

○委員 今後出てくる予定です。 

○委員 まだ出ていないということ。 

○議長 出ていません。 

○事務局 まだ義務化になっていない。 

○議長 事務局によれば、義務化になってないから、そういう書類はまだ出てない。 

○委員 ただ、法的には決まってないということですね。農業委員会としては、営農型をするの

であれば、当然撤去費用は考えて、申請をされるべきだと考えます。 
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○委員 撤去費用は算出されていまして。 

○委員 算出はされています。毎年８万円積み立てし１０年で８０万です。 

○委員 １０年間かけて積み立てるん。 

○委員 それは自治会が預かるのか、それともその申請者が積立されるのか。 

○委員 それは申請者がされると思います。 

○議長 ほかに意見等はございませんか。 

○委員 今後、営農型ですね、やはり最初の１年間は作物ができてないということなんですけど

ね、実は、私のとこも申請が出ようしているんですが、書類をそろえて、もう同意もみな取っ

て申請されたら、もう受けなあかんと思っております。そして３年で収量、８割ですか。でき

てなかったら、撤去だということを言うてます。県のほうできちっとしてもらえるんか。その

８割の収量自体がどういう規格で８割の収量がなされるんか、それも不明確な部分ばっかりな

んです。それで３年目になって、なあなあになってしまう、その可能性が大いにあると思いま

す。 

○議長 こないだ春日の案件は１件延長しましたね。ニラやった分ですかね。あれは３年延長い

う形で、ここで許可しましたね。あれは、８割という、どこが査定したのかちょっと分かりま

せんでしたけども、８割という生産ができたということで、許可になったと思いますけど。そ

の都度見ていかんとしょうがないと思います。そこでどうのこうの言っても、３年目の状況で、

何割の収量になるんかいうことで、その目で確認せんとしょうがないと思うんです。今ここで

いろいろ議論したところで前に進みませんので。 

そういう覚悟で、３年目を見てあげて、どういう結果になるんかということをわきまえなが

ら、審査していったらどうでしょうか。 

○委員 それであかんかったら、農業委員会がそれを撤去させる権限あるんですか。 

○議長 ３年目、農業委員会が許可しない場合は、できないわけでしょ。延長はできないわけで

しょう。 

○委員 いや、でももう建てているでしょうが。そういう１年目に。それで農業委員会それどう

にかする権限あるんですか、って言うてるんです。 

○委員 一時転用は、最大３年間です。で、営農型の太陽光発電に限って、それが延長できると

いうことになってるわけですけど、その条件が８割です。８割達してへんかったら、３年経っ

たときに、次延長するという、４条の一時転用の申請が出てくるんやけど、その許可を、許可

相当ではないという結論になったときに、一時転用ができないという状況になります。という

ことは、太陽光パネルのこの柱の分だけが一時転用として出とるわけですけど、その柱を撤去

せなんだら、一時転用が続けれないという。農業委員会は「撤去せえ」という話じゃなしに、

一時転用を認めるか認めへんかというお話です。 

○議長 それはイコール撤去になってしまいますけどね。 

○委員 そしたら、それをちゃんとしとるかどうかいうのは、まあ地域委員会のほうからもね。

できてなかったら、例えば収入もちゃんとなる。それをそのまま柱だけはまあ一時転用であれ

やから、その柱取るということは、上のも取ってしまわなあかんのやけど。それをちゃんとこ

う強制的にやらせる権限が、農業委員会あるん。「してくれ、してくれ。」ばっかり言うとっ

て、「ああ、またやります。またやります。」言うとったら、今までと変わらへんやん。 

○委員 これ、一時転用の許可ですので、許可権者は県知事です。で、そこを県に対して、農業
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委員会が許可相当であるという意見を付けて、進達するわけなんですけど、地元で確認して、

その８割条件で、８割の収穫ということができていないということが確認できたということに

なれば、それを理由に、不許可相当という進達になります。で、それ進達した後、県が最終的

にどういう判断をするか。そこやと思います。許可権者は県知事ですので、最終的な権限は、

県にあると。 

○委員 分かりました。とにかく、じゃあそれを、地元の委員会は、ちゃんと指導してあげるこ

とですね。できるように、８割が達成できるように。これはね、必ずしも。いや、「出してき

たもんやから、私らここで議案提案をしました。」いうだけでは、不親切やと言わな仕方がな

い。やっぱり地元で、それをちゃんと達成できるように、やっていただくということで、それ

でじゃあ結構でございます。それで、２回目の延長がされないだけです。 

○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。 

  ５２ページの報告第１号の１番は、御承知おきください。 

  ここでちょっと暫時休憩としたいと思います。 

 

（休 憩） 

（再 開） 

  

～ 議案第３号 １番～９番 ～ 

～ 報告第２号 ２番 ～ 

 

○議長 全員揃いましたので、再開します。 

続きまして、議案第３号、農地法第５条の規定による許可申請承認について、事務局説明を

お願いいたします。 

○事務局 議案第３号、１番～３番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

それでは、柏原地域委員会からの確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号１番を、○番○○が説明します。 

  １番は、譲受人が一般住宅を建設するために転用しようとする申請です。図面は２６ページ

に示しているとおりです。 

  申請地の東側の部分と、１枚の田んぼですが、今回分筆をされて、申請されています。残る

ところについては、現在地元自治会に書類が出ているということを聞いております。 

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

ので、第３種農地と考えます。街区の面積が１万８，０９３平米、住宅の面積が９，５８６平

米、宅地の割合が５２．９パーセントでございます。 
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  隣接農地所有者、地元自治会関係者の同意もあり、周辺農地の営農への支障はないものと思

われます。一般住宅としての面積も適当であり、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います。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○委員 番号２番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  ２番は、売買によって、地元不動産業者が建売住宅とするための申請でございます。図面は

２７ページに示しているとおりでございます。 

  申請地の農地区分は、住宅等が連たんする地域に近接し、また農地の集団規模が１０ヘクタ

ール未満のため、第２種農地と判断されると考えます。 

  この農地については、○○神社からの流れてくる幅１．４メートルぐらいの川がありまして、

その川を越えて、その付近の農業用水路も越えての入り口となる予定でございます。 

  現状、周りには譲渡人の農地しかなく、現状はその農地も休耕田となっております。地元の

同意も得られ、周辺農地の営農への支障もないものと思われます。 

農地法第５条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。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○委員 続きまして番号３番を、○番○○が説明します。 

  ３番は、譲受人がドッグランとして利用するために転用しようとする申請です。図面は２８

ページに示しているとおりです。 

  東側の住宅を購入するに当たり、この宅地を通って入る以外に入り口のない農地も、一緒に

購入することになったようです。 

  申請人は、大型犬を２頭飼っていると聞いています。申請地の東側に○○という住宅があり

ますが、申請人の父親の住宅であります。その近くに藁葺屋根の家があり、魅力を感じて、購

入されることになったようです。 

  申請地の現況は、雑種地状態ではありますが、柿・梅などの木があり、農地性があるため、

非農地証明願ではなく、５条申請になります。 

  申請地の農地区分は、街区の面積に占める宅地の割合や、宅地の面積の割合が４０パーセン

トを超えているので、第３種農地と考えます。街区の面積が１万９４６平米、宅地の面積が７，

５３４平米、宅地の割合が６８．８パーセントでございます。 

  隣接農地所有者、地元自治会関係者の同意もあり、周辺農地の営農への支障はないものと思

われます。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、所有者から始末書が添付されています。「今般農業委員会に、私所有の畑地に関して、

農地法５条の申請をするについて、私の不知による不始末で、農用地を長年にわたり事実上転

用して、不適切な利用をしていましたことを、おわびいたします。利用などはおおよそ次のと

おりです。 

昭和４６年頃、住居が手狭になったため、畑の一部をならして、簡易物置を設置いたしまし

た。昭和５０年頃、子供が手を離れ、１人暮らしになり、畑作業をしなくなり、畑部分をなら

して、草刈りをして管理するだけになっていました。ここ２５年ほどは高齢のため、年２回と

子供が帰省したときに草刈りをしてもらっていました。 
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ということで、上記のとおりであり、転用許可をいただき、○○氏への売却がかなうように、

お願いする次第です。」という文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。 

○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。 

  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、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、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、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 ４番、５番を、○番の○○が説明いたします。 

  まず４番は、農地を売買によって取得し、隣接する自宅の拡張、庭として、利用するための

申請です。図面は２１ページに示しています。 

  ２１ページの一番北側に位置しているのが申請人の自宅でございます。 

  申請地の農地区分は、ＪＲ○○駅から３００メートル以内で、第３種農地と考えられます。 

  転用面積は必要最低限と認められ、農地法第５条第２項の各号には該当せず、また、隣接所

有者、地元等の同意も得られ、周辺の農地の営農への支障はないものと思われます。 

ということで、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。 

それから続きまして５番も、農地を売買によって取得し、一般住宅を建設しようとするもの

です。図面は２１ページの真ん中のところでございます。 
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申請する農地は、ＪＲ○○駅から３００メートル以内に存在する土地で、第３種農地と判断

されると考えます。 

  また、この農地のすぐ西側に譲受人の親御さんがございまして、こちらへ帰ってきて親の近

くで暮らしたいということでございます。 

隣接所有者、地元等の同意も得られ、転用面積も最小限の規模であり、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います。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 確認報告が終わりました。 

  それでは番号４番について、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がありませんので、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、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、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 番号６番を、○番の○○が説明をいたします。 

 ６番は、売買により、車庫として利用するための申請です。図面は２９ページに示していると

おりです。 

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

未満のため、第２種農地と判断されると考えられます。そこで、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、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。 

  なお、現地を確認したところ、既に倉庫が建っていたため、始末書が添付をされております。

始末書を朗読いたします。 

  「下記の土地は、農地ですが、農地法について十分に理解していなかったため、昭和４０年

頃から倉庫として利用をしておりました。以後このような違法な行為のないよう、農地法を遵

守いたしますので、今回の農地転用申請については、ぜひ許可くださいますよう、お願いいた

します。」という始末書がついております。 
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  御審議のほど、よろしくお願いをいたします。 

○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 すいません。○番○○です。 

  昭和４０年、非農地ではないんですか。それと、形を見たらお家が建っとるとこがこれで、

非農地でもよいのかなと。 

○委員 これ、斜線の右側が、この方のお家であります。それで、この方のいわゆる孫娘に養子

さんでおられているから、その人が買うということで、非農地も思ったんですけれども、やっ

ぱりこれは５条ということになっています。 

○議長 すいません。ちょっと議長より補足しますけど、始末書ついてますけど、横に畑として

現にありますので、非農地では無理なんです。 

○委員 以上です。 

○委員 いや、私も、３４７平米の車庫というたら、大きな車庫だと思います。何台とめてん。 

○委員 この四角い点線、縦長に四角いやつあります。これ、倉庫なんです。その横に車庫を作

りたいと。 

○議長 すこし補足しますけど、畑として利用されているところを、今度は倉庫として建てると

いう意味です。間違えました。車庫として建てる。倉庫はそのままで置いといて。 

○委員 置いといて。 

○委員 車庫を建ててる。 

○議長 そうです。 

○委員 車庫を建てる。 

○議長 車庫を建てる。 

○委員 今ある倉庫と、車庫と合わしたら、３４７平米やねんな。畑はみんな潰して。 

○委員 畑は潰しています。 

○議長 まあ第５条ですので、農地ではなくなってしまいます。 

○委員 今聞いたら分かった。３４７平米で車庫いうたら、どんな車庫やいうて。ちょっとまあ

説明せなあかんような車庫やな。 

○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。 

  続きまして、市島町の案件を、事務局説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第３号、７番～９番、報告第１号、２番朗読。 

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

○委員 議案番号７番を、○番○○が説明いたします。 

  ７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３０ページに示して

います。 
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  申請地の農地区分は、ＪＲ○○駅から３００メートル以内にあり、第３種農地と判断される

と考えます。資金計画書、隣接耕作者、自治会等の転用同意書が添付され、雨水排水について

は南側にある既設の排水路に排水する計画です。 

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

いことを確認しております。 

  なお、設置工事につきまして、西側の土地に一時利用の届出を提出し、搬入路としています。

搬入路は堤防からの道を利用し、大きな工事が必要になれば、また、一時利用の届出をいたし

たいということでございます。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員 ８番を○番○○が説明します。 

  ８番は、露天駐車場とドッグランとして利用するための申請です。 

農地区分は、土地改良により、第１種農地ではありますが、生活拠点に近接していて、日常

生活上必要なものでありますので、第１種の例外であると判断しました。 

  隣接農地はなく、地元等の同意も得られ、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、いずれも申請内容に

問題ないことを確認しています。 

  なお、譲受人は、申請地の間の住宅を購入いたしましたが、現在の状況ではまだ引っ越しは

されておりません。 

  よろしくお願いします。 

○委員 番号９番を、○番○○が説明いたします。図面は３２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、第２種農地で、資金計画書、地元自治会長の転用同意書が添付されて

おります。転用に伴う水利対策につきましては、既設の排水路に接続する計画です。 

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

いことを確認しております。 

  ３２ページの申請地の隣の点線の四角いところは、既に既設の太陽光設備でございます。 

  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７番について、また５２ページの２番について、意見等、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、はい、どうぞ。 

○委員 異議なしが早いんで、なかなか質問ができない。この３０ページの図面ですけれども、

ほかにも太線が書いてあるんですが、何か既設の太陽光があったのか。 

○委員 太陽光パネルの申請が出ておったんですが、取り下げになった。 

○委員 分筆されたんですか。 

○委員 いやいや、分筆ではなしに。以前に申請されていたんですけど、先月、先々月かな。出
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とったんですけど、取り下げられました。 

○委員 この太線のところ。 

○委員 はい。 

○委員 そうですか。 

○議長 よろしいですか。後は、意見はございませんね。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がないようですので、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。同じく５２ページの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、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。 

  続きまして、賃貸借権設定について、事務局説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第３号、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、春日地域委員会からの確認報告をお願いいたします。 

○委員 １番を、○番○○が説明いたします。 

  借受人が新たに貸倉庫を建設するため、貸出人との間に賃貸借権を設定し、転用するための

申請です。図面は３４ページに示しています。 

  申請地の隣に中学校がありますが、農地の集団規模が１０ヘクタール未満のため、第２種農

地と判断されると考えます。周辺に代替となる用地はなく、以前借受人が転用し、既に貸倉庫

として建設して管理をしております隣地となります。今回の当該農地を借り受け、利用するこ

との申請となります。 

  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。 

  倉庫の利用につきましては、去年の、北側に既に建設しております倉庫は一杯になっており、

追加で資材の倉庫が必要になり、倉庫を増設したいということで、今回の申請地に倉庫を建て

増し利用したいということで、計画が進んでおります。 

  また進入路につきましては、隣接する北側でできております所を整備して通行するというこ

とでございます。そして西側に、こちらの白い部分が残るんですが、ここにつきましては所有

者が農地として利用されるということです。 
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  規模が３，０００平米以上の大規模転用となりますので他法令関係も進めておられることを

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。 

○議長 ３，０００平米を超える大規模転用でございますので、隣接する市島地域委員会からも

現地確認をしていただいております。 

  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 ５月２２日に現地確認した結果、○○委員さんの説明のとおり、問題ないものと思われ

ます。以上です。 

○議長 確認報告が終わりました。 

  それでは、番号１番について、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

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

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

いたします。 

  

～ 議案第４号 １番～１２番 ～ 

 

○議長 続きまして、議案第４号、非農地証明願承認についてを、議題といたします。 

事務局説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第４号、１番～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、２番を、○番の○○が説明をいたします。 

  １番、２番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は５ページに示しています。 

  ５月１４日に現地を確認したところ、現地は山林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。ごめん。間違えました。 

１番、２番は、防火水槽の一部として、利用されておりました。で、現地を確認したところ、

現地は防火水槽の一部であり、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７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３番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は３８ページであります。 

５月１４日に現地を確認したところ、現地は既に山林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３９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。以上です。 



 - 22 - 

○委員 ４番を、○番○○が説明いたします。８番は地目変更のための証明です。図面のほうは

３９ページに示しております。 

５月１４日に現地確認をいたしました。現地は、農業用倉庫となっていて、農地への復旧は

困難です。周囲の状況から見て、非農地と判断しても特段に影響がないと思われます。 

また農地でなくなった時期は、昭和４０年頃からで、地元自治会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１番２番は、利用状況も同じ、所在地も近くにありますので、併議とさせても

らいます。 

  番号１番２番について、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１番２番につきまして、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 異議がございませんので、番号３番は、証明書を交付すべきものと決定いたします。 

  続きまして、番号４番について、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等はありませんので、採決をとります。 

  番号４番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号４番は、証明書を交付すべきものと決定いたします。 

  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４号、５番～８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 ５番を、○番○○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。地図は７ページに示しております。 

５月１４日に現地を確認したところ、現地は農業用倉庫が建っており、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に該当するため、地域委員会としまし

ては、証明することに問題はないと考えております。 
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御審議よろしくお願いします。 

○委員 続きまして、番号６番を、○番○○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。地図は４０ページに示しております。 

５月１４日に現地を確認したところ、近年ではイベント等で使用する広場として、利用がさ

れております。農地への復旧は困難であり、周囲の状況から見て、非農地と判断しても特段に

影響がないと見込まれます。 

また農地でなくなった時期は、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、よろしくお願いします。 

○委員 続きまして、番号７番を、○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、８ページと４１ページに示しており

ます。５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、農地への復旧が困難で

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３０年頃からで、地元自治会長及び隣接者の証明もあり、平

成２１年１２月２４日付非農地証明の取り扱いについて第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はないと考えております。 

続きまして、８番に移らせていただきます。８番は、地目変更のための非農地証明願です。

図面は、１０ページに示しております。 

５月１４日に現地確認をしたところ、現地は住宅となっており、農地への復旧は困難であり、

周囲の状況から見て、非農地と判断しても特段影響がないと見込まれます。 

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

２１年１２月２４日付非農地証明の取り扱いについての第４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。以上でございます。 

○議長 確認報告が終わりました。 

  それでは番号５番について、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。 

  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 意見等がございませんので、採決をとります。 

  番号６番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  続きまして、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 意見等はございませんので、採決をとります。 

  番号７番につきまして、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。 

  続きまして、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 意見等はございませんので、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。 

  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４号、９番～１０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９番を、○番の○○が説明いたします。 

  ９番は、地目変更のための非農地証明願です。地図は４２ページに示しております。 

５月１５日に現地を確認したところ、農業用倉庫が建っており、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４０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に該当するため、地域委員会と

しましては、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。以上です。 

○委員 番号１０番を、○番の○○が説明します。 

  １０番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は４３ページに示しています。 

５月１５日に現地を確認したところ、現地は住宅になっており、農地への復旧が困難であり、

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５３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に該当するため、地域委員会と

しては、証明することに問題ないと考えております。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長 確認報告が終わりました。 

  それでは番号９番について、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がございませんので、採決をとります。 

  番号９番につきまして、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９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 意見等がございませんので、採決をとります。 
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  番号１０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１０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４号、１１番～１２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１１番を、○番○○が説明いたします。 

  １１番は、地目変更のための非農地証明願です。地図は４４ページに示しております。 

５月１３日に現地を確認したところ、現地は墓となっており、農地への復旧が困難であり、

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５６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に該当するため、地域委員会と

しましては、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、よろしくお願いをいたします。 

○委員 １２番を、○番○○が説明させていただきます。 

  １２番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は４５ページに示しております。 

５月１３日に現地を確認しましたところ、現地には農業用倉庫が建っており、農地への復旧

が困難であり、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３７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はないと考えております。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長 確認報告が終わりました。 

  それでは番号１１番について、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がございませんので、採決をとります。 

  番号１１番について、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１１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、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１２番は、証明書を交付すべきものと決定いたします。 

 

～ 議案第５号 番号１ ～ 

 

○議長 続きまして、議案第５号、農地法第３条第２項第５号に定める別段の面積を定めること
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についてを、議題といたします。 

事務局説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第５号、１番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

それでは、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 丹波市長より、住まいるバンクに附随した売買を希望する農地について、別段面積設定

の依頼を受けたため、平成２８年１２月２１日付空き家に附随した農地に係る農地法第３条第

２項第５号の別段の面積設定に係る取扱いについてに照らし合わせながら、現地調査を行いま

した。図面は４８ページに付けております。 

結果といたしまして、農業振興地域の農用地区域外であること、空き家に接近していること、

現在何ら耕作はされていないが、現況が復旧困難でないことの確認をいたしております。 

ただし、一部農業倉庫が建っているので、来月２アール未満の報告をいたします。以上でご

ざいます。 

○議長 確認報告が終わりました。 

  それでは番号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番につきまして、適当と判断し、別段の面積を提案のとおり定めることとして、よろ

しいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１番は、新たに別段の面積を定めるものといたします。 

 

～ 議案第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、

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、山南地域と市島地域、２件が出ております。 

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 山南地域委員会で確認しましたが、回答の通りでございます。よろしくお願いします。 

○議長 それでは番号順にいきたいと思います。 

  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、はい、どうぞ。 

○委員 宅地の一部と、番号１番とですね。９の一部。 

○委員 これは以前に宅地でおったんですが、進入路がありまして、半分あかんと思って、進入

路があって、２回目で確認しました。 

○委員 ということは、その進入の部分を、今回地目変更してもいいですよという、農地部分が

残るんですか。 

○委員 農地は残さないです。 
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○委員 一部ということはやっぱりその、もう一つの一部は残る。で、もう分筆はこれからされ

る。 

○委員 これはもう地籍調査やからそれでやってると思います。 

○議長 もう勝手にしてしまうと。 

○委員 なるほど。じゃあその進入路部分が農地以外の部分ですよという、そういうことですね。 

○委員 みんなもう宅地にしてもうてますからね。 

○委員 はい。なるほどね。 

○議長 これ一回担当課に言うて、農地と宅地を分けてもらった。多分２回目だと思うんです。 

  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 意見がないようですので、番号１番について、地籍調査事業における農地の転用事実に

関する回答について、全て照会のとおりとして、取り扱うことに異議がないと回答することと

してよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１番は、地籍調査事業における農地の転用事実に関する

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

  続きまして、番号２番、市島地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 ５月１３日に、確認いたしました。 

１２ページの写真を見ていただければ、１－１と１－２は宅地、田になってますけど、一部

畑、一部宅地で１－３が畑。というふうに、確認いたしました。それと、後はもう山林になっ

てました。以上です。 

○議長 今、説明がございましたが、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、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、１筆のみ

照会内容が田、宅地については、畑、宅地（利用状況により分筆）として変更、そのほかは照

会のとおりとして、取り扱うことに異議がないと回答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、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、１筆のみ照会内容が「田、宅地（利用状況の分筆）」を回答内容として、「畑、

宅地（利用状況により分筆）」として変更、そのほかは照会のとおりとして、取り扱うことに

異議がないと回答いたします。 

 

～ 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、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 ５月１５日に、１番から１５番を確認しましたが、全ての農地について、効率的に耕作
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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 ５月１４日、氷上地域委員会におきまして、番号１４番から８１番まで確認いたしまし

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

進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えられますので、特に意見はありません。 

○議長 柏原・氷上の確認報告が終わりました。 

  意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見がないようですので、採決をとります。 

  議案第７号、柏原・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、柏原・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。 

  次に、青垣地域委員会からの報告ですが、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 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 ８２番から９７番までにつきまして、５月１４日の地域委員会におきまして確認をいた

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ので、決定することに異議がありません。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。 

（「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、全て照会のとおり決定することに異議がないと回答いたします。 

  復席をお願いします。 

（該当委員復席） 

○議長 続きまして、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 ９８番から１３５番まで、春日地域委員会で確認をしました。 

  この１３２番について再度確認をさせていただいたところ耕作され、今は田植えも終わって

いるということで、全ての農地について、効率的に耕作し、農作業に常時従事する等、農業経

営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えられますので、決定すること

に、特に意見はありません。 

○議長 続きまして、山南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月１３日に、１３６番から１５４番まで確認しました。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、特に意見はありません。 

○議長 続きまして、市島地域委員会からの確認報告をお願いいたします。 

○委員 ５月１３日に、１５５番から１６９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意見はありません。 

○議長 春日・山南・市島地域の確認報告が終わりました。意見等はございませんか。 

○委員 １５２番ですが、○○さんの名前が上がっておるのですが、春日では水稲を作付された

ということで、確認された結果は特に問題ないということですが、この１５２番については、

黒豆を植えられると、黒大豆を作られるということでどのあたりまで確認されたのかお聞きし

たいです。 

○委員 これは審議ですので、書類の確認ぐらいしかしておりません。 

○委員 去年春日で、相当ひどい状態だったので、同じ耕作者の方でされるということなので。 

○委員 よく見ておかないなとは思っています。 

○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 意見がないようですので、採決をとります。 

  議案第７号、春日・山南・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、春日・山南・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。 

 

～ 報告第２号 ～ 

 

○議長 報告第２号、農地の形状変更届について、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 氷上地域委員会からの補足項目はございませんか。 

○委員 図面見ていただいたら、この該当の農地の上と下が宅地です。つまり擁壁が高く上がっ

とるんですね。それで申請地が低いということで、水に浸かって仕方がないので、かさ上げを

したいということで、申請がきています。以上です。 

○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２号、農地の形状変更届については、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、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
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たします。 

○事務局 報告第３号、１番～２番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  春日・市島地域委員会からの補足項目はございませんか。 

○委員 市島からですけど、一応娘夫婦が帰ってきて、これから農業をしようとするもので、農

業用倉庫が必要ということで、この申請になりました。 

○議長 ほか特にありませんか。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きましては、

御承知おきください。 

これをもちまして、第２回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５月２５日 

 

            議           長              ○印  

 

 

            議事録署名委員（ １６ 番委員）            ○印  

 

 

            議事録署名委員（ １８ 番委員）            ○印  


