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令和２年度 第３回定例総会議事録 

  

１．日 時  令和２年６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３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、２４名の委員さん全員の御出席をいただいておりますので、農業

委員会等に関する法律第２７条の規定により本日の総会が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。 

あわせて、議案書の訂正をお願いいたします。議案書、２８ページをご覧ください。農地法

第４条の規定による農地等の一時転用許可申請承認について、この議案につきましては書類不

備の為、本日取り下げをされております。よって、議案書から削除をお願いいたします。 

  次に６７ページをご覧ください。報告第１号でございます。先ほどの議案に関連する届出と

いうことで、報告第１号２番につきましても削除をお願いいたします。 

  更に、もう一点、３５ページをご覧ください。議案第３号２０番、２１番、２２番、２３番、 

 ２４番の合計５つにつきましても書類不備の為、本日の議案から削除をお願いいたします。よ

ろしくお願いいたします。 

 

３．議事録署名委員の指名 

○議長 次にまいります。議事録署名委員の指名について、指名いたします。 

  議席番号１９番、野垣克已委員、議席番号２０番、和田憲治委員、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～１６番 ～ 

～ 議案第１号 使用貸借権 １番 ～ 

～ 報告第３号 １番、３番～４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、事務局説明をお願いいたし

ます。 

○事務局 議案第１号、１番～４番、報告第３号、１番朗読。 

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

○委員 番号１番を、議席番号○番の○○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

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
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ることを確認しております。 

よろしく御審議ください。 

○委員 番号２番を、○番○○が説明をいたします。 

  ２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、７、８ページに図面を載

せております。これまでは実家の手伝いとして農業をされておりましたが、今回新たに農地付

きで住宅を取得し、申請地で就農するもので、地域委員会としては、農地法第３条第２項の各

号の全部効率利用要件、農作業の常時従事要件、下限面積及び地域調和要件等に適合しており、

許可要件の全てを満たしていることを確認しています。 

  なお、誓約書が添付されておりますが、こちらについては所有地の一部が山林化しておる農

地がございますので、非農地証明願の提出を確認する為のものでございます。 

合わせて、７３ページをご覧ください。２アール未満の届出についてですが、前の所有者が

農作業場として利用されていたものです。図面は８ページを見ていただいて、黒で塗ってある

部分でございます。始末書につきましては、前の所有者が農地法の手続きを行わずに造成され

た為に提出されております。 

  続いて、番号３番を説明いたします。３番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大し

たいというもので、９ページに図面を添付しております。 

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

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

しております。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員 続いて４番を、議席番号○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もので、地図は１０ページ

に付けております。 

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。備考の誓約書については、これは家を拡張した時に畑の部分があり、農地法の申

請をせずに家を拡張したということで、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。 

それでは番号１番について、意見等はございませんか。   

 （「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

番号１番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１番は許可すべきものと決定いたします。 

続きまして、番号２番について、意見等はございませんか。また、７３ページの１番につい

て、質問等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

番号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） 
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○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。 

また、７３ページの報告第３号、農地法施行規則該当転用届の１番については、御承知おき

ください。 

 続きまして、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、青垣町の案件を、事務局説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第１号、５番～７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、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、○番○○が説明いたします。 

  ５番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、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。譲渡人は、今回の申請で農地はなくなります。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

○委員 続きまして６番、この農地につきましては、５月の総会に住まいるバンクの登録の関係

で、別段面積設定農地で報告をしました。５月の地域委員会で現地確認をしたところ、農業用

倉庫が建っており、２アール未満の届を提出されております。現地は、所有者の農地の位置、

境界について、正確にされております。 

７３ページの３番の案件については、始末書が添付されております。この始末書を朗読させ

ていただきます。「上記の土地の一部に、私の父が昭和５４年頃に造成し、農業用倉庫を建て

ました。手続をしてなかったようで、深く反省をしております。今後このようなことがないよ

うに、十分注意をいたしますので、今回の申請の件については許可をいただきますよう、どう

かよろしくお願いをいたします。」 

なお、この６番につきましては、農地を売買により取得し、新規就農したいというもので、

図面は１２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項の各号の全部効率利用要件、農作業の常

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

とを確認いたしております。 
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この土地につきましては、現在は全く耕作をされていないのですが、現況が復旧困難な農地

でないことを確認いたしておりますので、報告させていただきます。 

続きまして、７番につきまして、○番の○○が説明をいたします。 

この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

図面を付けております。 

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

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

とを確認いたしております。 

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番につきまして、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番及び７３ページ、報告第３号、農地法施行規則該当転用届についての

３番について、意見等また質問等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 それでは番号６番について、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、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。 

７３ページの３番につきましては、御承知おきください。 

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、使用貸借権設定、１番、報告第３号、４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 議案８番を、議席番号○番○○が説明いたします。 

  この８番は、農地を譲渡により取得し、経営規模を拡大したいというもので、図面は１４ペ

ージに示しております。 

  この申請地は、譲渡人から管理を頼まれて、以前から耕作されておりました。 

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ものと確
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認しております。 

譲渡人の農地は、これで全てなくなります。 

なお、誓約書は、農地であったところに譲受人が住宅を建ててしまっているので、８月に非

農地証明願の届けを出すという誓約書でございます。 

続きまして、７３ページの４番は、譲り受けする農地の一部に、２アール未満の農業用倉庫

を既に建ててしまっておりまして、大変申し訳なかったという始末書が出ております。 

よろしく御審議のほど、お願いいたします。 

９番も、○番の○○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

に示しております。 

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

要件、下限面積要件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もの

と確認しております。 

譲渡人の農地は、家も含めまして、全てがこれでなくなります。 

よろしくお願いいたします。 

○委員 続きまして、１０番を○番○○が説明いたします。 

  １０番は、売買によって取得し、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。 

  譲受人の住所は○○市となっておりますが、１６ページの地図にありますように、申請地 

の横に譲受人の名前が書いてある家があると思います。こちらに、実は息子さん夫婦が住んで

おられ、常に行き来をされておられます。そして、今回こちら側の家と農地も附随して購入さ

れるということになっております。 

  また、譲受人の面積要件につきましては、この後に出てきます使用貸借権の設定の議案も含

めてのものと考えております。 

  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

います。 

  また、誓約書につきましては、御本人が所有されております農地の一部に、農作業小屋があ

りまして、それにつきましては８月に２アール未満の届を出す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。 

  なお、譲渡人の農地は、この案件で全てなくなり、農業経営を廃止されます。 

○委員 それでは、併儀ということになっておりますので、２４ページの１番を○番○○が説明

いたします。 

  １番は、使用貸借権を設定して、経営規模を拡大したいもので、２５ページ、２６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

とを確認しています。 

  なお、貸出人に関しては、まだ農地をお持ちであり、自分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。 
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○議長 確認報告が終わりました。 

  それでは番号８番に及び７３ページの４番について、意見及び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、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。 

  ７３ページの４番については、御承知おきください。 

  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番及び２４ページの１番は、併議といたします。この２件について、

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番及び２４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１０番及び２４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、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、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 １１番、１２番を○番○○が説明させていただきます。 

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

  １２番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、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、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終わりです。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長 確認報告が終わりました。 

  それでは、番号１１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１１番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１１番は許可すべきものと決定いたします。 

続きまして、番号１２番について、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

番号１２番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

続きまして、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、１３番～１６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 １３番、１４番を、議席番号○番○○が説明いたします。 

  １３番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、地図は１９ペー

ジ、２０ページに付けております。 

  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。 

  譲受人は、現住所が○○になっておりますが、１９ページの申請地に隣接する南側の家を購

入予定となっております。２０ページの地図で、農地への進入路は、南側のところから進入す

るようになっております。 

  譲渡人は、今回の申請で、農業経営を廃止されます。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、１４番は、譲渡人と譲受人は親子であります。譲受人は、親から農地を譲り受

け、経営規模を拡大したいというもので、地図は２１ページに付けております。 

  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。 

  譲受人は、現住所は○○市となっておりますが、申請地の横に別荘があり、そこが農業の拠

点となっております。 

  譲渡人は今回の申請で、農業経営を廃止されます。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○委員 １５番、１６番を○番○○が説明します。 

  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
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しています。 

  なお、進入路は、申請地の左側の矢印のところから入るようになっています。 

  １６番は、農地を無償譲渡により取得し、経営規模を拡大したいというもので、２３ページ

に地図を付けております。 

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

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

しております。 

  それと１５番の譲渡人は、これで農地がなくなります。 

  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。 

続きまして、番号１４番について、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、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。 

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。 

  

～ 議案第３号 所有権移転 １番～１９番 ～ 

～ 議案第３号 賃貸借権 １番～２番 ～ 

～ 議案第３号 使用貸借権 １番 ～ 

 

○議長 続きまして、議案第３号、農地法第５条の規定による許可申請承認について、事務局説
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明をお願いいたします。 

○事務局 議案第３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、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３７ページ

に示しているとおりです。 

  先月、転用申請があった残りの部分の申請です。 

  申請地の農地区分は、街区の面積に占める宅地の面積が４０パーセントを超えております。

街区の面積が１万８，２８０平米、宅地の面積が９，１６３平米、５０．１パーセントですの

で、第３種農地と考えます。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。 

  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。 

  続きまして、番号２番、３番、４番を○番○○が説明します。２番、３番、４番は一体開発

ですので、併議でお願いいたします。 

  この申請は、譲受人が建売分譲住宅を建設するために転用する申請です。図面は３８ページ、

３９ページに配置図を示しているとおりでございます。 

  合計５，５５４平米の大規模開発で、開発申請、道路法、緑条例ほか、必要な他法令関係も

申請中であり、協議が進んでいると聞いております。開発地の中に里道が含まれていますが、

払い下げの手続がされているとお聞きしております。 

  また、申請地北側にも里道がありますが、地元との協議の中で、今後の管理は申請者が行う

ということで、合意されております。 

  雨水排水については、真ん中で北と南に分けて、北側は既設の水路を利用して、道路側溝に

流し、南側は農道横の既存水路を付け替えて、新しく水路を造り、東側の排水路から流す計画

です。 

  建売分譲住宅については、同一業者が既に農地転用で建て売りをしたものが、過半以上の完

成が必要であるということで、通達がございますが、以前に３戸の建て売りの転用をされてお

りまして、そのうち２戸が完成間近、残り１戸が基礎工事をしていることを確認しております。

過半の完成がされておるという判断ができます。 

  申請地に隣接農地はなく、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。 

  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） 
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○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。 

  すみません。番号２番、３番、４番につきましては、３，０００平米以上の大規模転用案件

でございます。隣接する氷上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。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 氷上地域の○○です。現地を一緒に確認させていただきましたが、申請のとおりでござ

いまして、内容に問題ないことを確認しております。 

○議長 それでは２番、３番、４番は併議といたします。 

 番号２番、３番、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。 

  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、５番～９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５番を、○番○○が説明をします。 

  ５番は、４０ページの図面を見てください。○○というところの案件であります。これは排

水管を埋設したいということで、この細長いところが今回の申請地となったわけです。 

農地区分としては、街区の面積に占める宅地面積の割合が４０パーセント以上であるため、

第３種農地と判断します。以上です。 

○委員 それでは番号６番を、○番○○が説明いたします。 

  番号６番は、農地を売買により取得し、分譲住宅として、販売するものです。図面は４１ペ

ージ、４２ページに示しているとおりでございます。 

  この農地につきましては、３区画にしまして分譲するもので、申請地の農地区分は、ＪＲ○

○駅から３００メートル以内に存在するため、第３種農地と判断します。 

従来宅地を造成し、住宅を建築した上で、土地及び建物を一体的に売買する場合に限り、農

地転用は認められてきましたが、一定の要件を満たす場合は、建築条件付きで土地を売買する

ケースであっても、転用は認められるようになりました。 

農地転用許可要件としまして、農地転用の業者と土地購入者とは、売買契約を締結し、指定

された建設業者と土地購入者が、当該土地に建設をする住宅について、一定期間、おおむね３

カ月以内に建築請負契約を締結すること。一定期間内に契約が履行されなかった場合は、売買

契約が解除されることが、規定されております。当該土地全てを販売することができないと判

断した場合は、残余の土地に、自ら住宅を建設することとなっております。 

  転用することに、隣接者、地元の同意も得られ、周辺農地の営農への支障はないものと思わ

れます。転用面積は、事業内容に見合うものであり、農地法第５条第２項の各号には該当せず、
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いずれも申請内容に問題がないことを確認しております。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、７番を同じく○番○○が説明いたします。 

  ７番は、農地を売買により取得し、貸露天駐車場として利用するための申請です。図面は４

３ページに添付しております。 

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

ます。 

転用することに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、事業内容に見合うものであり、農地法第５条第２項の各号には該当せず、いずれ

も申請内容に問題がないことを確認しております。 

  御審議のほど、よろしくお願いをいたします。 

  続きまして、８番ですが、同じく○○が説明いたします。 

  番号８番は、農地を売買により取得し、駐車場として利用するための申請です。 

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

３種農地と判断されると考えられます。図面は４４ページに示しておるとおりでございます。 

  転用することに、隣接所有者、地元等の同意もあり、周辺農地の営農への支障はないものと

思われます。また転用面積は、譲渡人の農地を分筆し、必要最小限のものであり、地域委員会

としては、農地法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ものと確認

しております。 

  道路の横の土地が借地でありますが、その奥に申請者の土地もあり、その続きを今回譲受人

から購入されたものであります。借地につきましても、これから永久的に借りたいということ

でございます。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、番号９番を、同じく○番○○が説明いたします。 

  番号９番は、農地を売買により取得し、会社の従業員の露天駐車場として使用したいという

ものです。図面は４５ページに示しております。 

  申請地の農地区分は、事業所、住宅等が連たんする区域であるため、第３種農地と判断され

ると考えられます。転用することに、隣接、地元等の同意も得られ、周辺農地の営農への支障

はないものと思われます。 

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

請内容に問題がないことを確認しております。以上です。 

○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、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。 
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（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○委員 通常であれば、分譲宅地ということで、宅地分譲で埋め立てが目的という場合には、許

可対象になりません。この場合は住宅建築条件が付いていることで、分譲宅地、いわゆる家を

建てるための造成を認めてくれということが、許可対象になる。これがないと、許可対象とは

なりませんので、詳しく説明していただいた内容が、許可対象になるということでございます。

よろしくお願いいたします。 

○議長 その他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、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。 

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、番号９番について、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

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

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

いたします。 

  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３号、１０番朗読。 

○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 番号１０番を、○番○○が説明いたします。 

 １０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４６ページに示していると

おりでございます。 
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  申請地の農地区分は、４６ページの図面の右下のところでございますけれども、見ていただ

いたら御承知いただけるように、公共施設から道を挟んでの近隣の場所でございます。第３種

農地と判断されると考えます。 

  また、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。雨水排水については、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

いことを確認いたしております。 

  御審議をお願いいたします。 

○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、許可相当と意見を付して、進達することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１０番は許可相当と意見を付して、進達すべきものと決

定いたします。 

  続きまして、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、１１番～１７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１１番、１２番、１３番は、同じく太陽光発電設備の件なので、一括して○番

○○が説明いたします。 

  １１番、１２番、１３番につきましては、売買により太陽光発電設備を設置するための申請

です。地図は４７ページに添付されております。 

申請地は、住宅等の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。周辺で代替地の検討、また資金計画書、自治会等の転用同意書が

添付されております。 

なお、この申請地の周辺につきましては、令和元年１２月に太陽光発電の５条申請が出され

て、許可をしているところです。また、全体の工事はまだ、始めておられませんので、今後許

可がおりれば、始まるかと思います。 

申請地のすぐ横にＪＲが通り、○○川もありまして、雨水対策につきましては問題ないと考

えております。進入路につきましても、○○川の横の道路を使い、材料等を運ぶと聞いており

ます。防草対策、フェンス等も設置される予定になっております。 

地域委員会といたしましては、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。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

  引き続き、１４番を、○番○○が説明いたします。 

  １４番につきましては、売買により取得し、露天駐車場となる申請です。地図は４８ページ

につけております。 

申請地の農地区分は、住宅等が連たんする区域に近接し、農地の集団規模が１０ヘクタール
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未満のため、第２種農地と判断されます。周辺での代替地検討、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

請内容に問題ないことを確認しております。 

  よろしくお願いいたします。以上です。 

○委員 １５番を○番○○が説明いたします。 

  １５番は、申請地区内に親子で同居をしている譲受人が、同地区内にある譲渡人の所有する

農地を売買によって取得し、一般住宅を新築したいというものであります。図面は４９ページ

に示しているとおりです。 

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

未満のため、第２種農地と判断されると考えます。隣接所有者、地元等の同意も得られ、周辺

農地の営農への支障はないものと思われます。 

  また、転用面積は必要最小限のものであり、農地法第５条第２項の各号に該当せず、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。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、１６番、１７番を○番○○が説明いたします。 

  この案件は、売買により太陽光発電設備を建設しようとするものです。図面は５０ページに

示しているとおりです。 

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

未満のため、第２種農地と判断されると考えます。また、代替地の検討表、資金計画書が添付

され、雨水排水については、既存の排水路に接続するようになっております。 

  市の開発許可も申請され、間もなく許可が出ると思われます。 

なお、こちらの案件については、地元同意、隣接同意が得られておらず、疎明書案件となり

ます。 

経過といたしましては、申請人から地元説明、調整などの委託を受けている施工業者の担当

者が、昨年の１１月頃から今年の２月にかけて、事業説明に近接住人の各戸を訪問されました。

地域の方の意見としては、景観が悪くなるとか、地域にメリットがないなどの理由で反対をさ

れ、同意はできないということでした。各戸を訪問する形で、地元の同意を得られるように努

めておられましたが、同意書には判子を押してもらえないということで、３月に疎明書案件と

して申請書が提出されました。 

春日地域委員会へ、３月に地元の自治会、４月に申請者の代理人と施工担当者に出席をいた

だき、双方からの意見、経過について、確認をいたしました。地域委員会といたしましても、

双方に話し合いの場を設けて、合意に向けて進めていただくように、双方に働きかけをし、５

月下旬に地元説明会が開催されることになりました。 

６月の地域委員会で、再度自治会長に出席いただき、地元説明会の内容、自治会の意見につ

いて、報告をしていただきました。それとともに、疎明書の内容、申請者、地元双方の意見を

確認させていただきました。 

春日地域委員会といたしましては、疎明書の内容に誤りがなく、地元が反対されている理由

につきましても、今回の転用不許可基準に該当する内容ではないと判断し、申請内容に問題が

ないことを確認しております。 
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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１１番について、意見等はございませんか。 

○委員 今回、たくさんの太陽光発電の案件がございますが、前に申し上げたとおり、もし、こ

の事業が上手くいかない時は、撤去を業者のほうで出来るような積立てのようなものをしたら

どうかということで、会長に申し上げて、議会にも、積立てをするように働きかけて欲しいと

いうことを申しあげておりましたが、その後、何か進展はありましたか。 

○古倉一郎会長 冒頭に申しあげましたように、今度、市長懇談会を控えております。その場で

申しあげることができるという思いでございます。 

○委員 分かりました。以上です。 

○議長 そ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 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１１番について、許可相当と意見を付して、進達することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１１番は許可相当と意見を付して、進達すべきものと決

定いたします。 

  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 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１２番について、許可相当と意見を付して、進達することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１２番は許可相当と意見を付して、進達すべきものと決

定いたします。 

  続きまして、番号１３番について、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１３番について、許可相当と意見を付して、進達することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１３番は許可相当と意見を付して、進達すべきものと決

定いたします。 

  続きまして、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 意見等がございませんので、採決をとります。 

  番号１４番について、許可相当と意見を付して、進達することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１４番は許可相当と意見を付して、進達すべきものと決

定いたします。 

  続きまして、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） 
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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１５番について、許可相当と意見を付して、進達することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１５番は許可相当と意見を付して、進達すべきものと決

定いたします。 

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１６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１７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、番号１８番～１９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 １８番、１９番を○番○○が説明をいたします。 

  １８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１９ページに示し

ています。 

  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、自治会等の転用同意書も添付され、雨水排水については、西側にあ

る既設の排水路を利用する計画です。 

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も問題が

ないことを確認しております。 

先月の定例総会で、今回の申請の土地に、太陽光発電設備の施工のための進入路も、一時利

用の許可が出ております。今回の施工業者と同じ業者さんですので、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。 

続きまして、１９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５１

ページに示しています。 

申請地の農地区分は、街区の面積に占める宅地面積が４１．８７パーセントと、４０パーセ

ントを超えているため、第３種農地と判断されると考えます。隣接農地の同意も得られ、周辺

農地の営農への支障はないものと思われます。 
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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も問題が

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１８番について、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１８番について、許可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１８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１９番について、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１９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１９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、５３ページ、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～２番朗読。 

○議長 事務局の説明は終わりました。 

  それでは氷上地域委員会からの確認報告をお願いいたします。 

○委員 １番、２番を○番○○が説明いたします。 

  番号１番、２番は、１２筆、合計６，４３９平米の農地を借り受け、店舗及び露天駐車場と

して転用するための申請です。図面は５４ページに地図、５５ページに計画平面図を添付して

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、

飲食店や店舗等が建ち並んでおりますので、申請地の農地区分は、住宅、事業の用に供する施

設等が連たんする区域という事由により、第３種農地と判断されると考えられます。 

  事業計画は店舗及び来客用、従業員用の駐車場として、計画されております。 

  そして、敷地面積における１０パーセントの緑地面積が必要となりますので、それにつきま

しても計画をされています。 

  また、雨水排水につきましては、既設の排水路等に流す計画になっております。 

  他法令につきましても、現在手続きがなされています。 

  転用することに、隣接者、地元等の同意も得られ、周辺農地の営農への支障はないものと思

われます。また、転用面積は、事業内容に見合ったものであり、農地法第５条第２項各号には

該当せず、いずれも申請内容に問題がないことを確認しております。 

  また、○○電力が地役権を設定しておりますが、これも同意が取られております。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。以上です。 

○議長 こちらも、３，０００平米以上の大規模転用でございますので、隣接の柏原地域委員会



 - 19 - 

にも現地確認をしていただいております。 

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 ６月２２日に、大規模案件ということで、現地を確認しました。○○委員さんが説明さ

れたとおりで、問題ないものと確信しました。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番について、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１番、２番について、許可相当と意見を付して、進達することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１番、２番は許可相当と意見を付して、進達すべきもの

と決定いたします。 

○委員 この案件について、反対ではありません。これから、この路線沿いには、たくさんの店

舗が出てくるものと考えられます。過去に、こちらの地域では大雨となった時、水に浸かって、

亡くなられた方も出ました。私は行政側が排水対策をしていかなといけないと考えております。

起きてくる水害等の問題については、我々が直接判断することではないんですけども、行政や

議会に、排水対策をしっかりと考えていただきたいと、意見する必要があると思います。 

私たち農業委員会の活動が、市民の安全や安心を確保しないものなら、問題になると考えま

す。だから、ぜひ会長から行政や議会に、その排水対策を前進していただけるように、農業委

員会として意見を言ってほしいと思います。 

○古倉一郎会長 この地域はお話があったように、そういう心配があると思います。丹波市内に

は、例えば○○川、○○から○○のあたりが、開発があればあるほど、水が溢れると聞いてお

ります。 

  いま、ご意見いただいたとおり、農業委員会の直接的業務の範囲ではないので、そのことだ

けを言うことは、難しいのではないかと思いますけど、一方、こういう開発があり、それによ

って水害があることによって、農業被害が起きるというようなことがあれば、それと絡めて、

排水対策をしていただけないかと、話しは出来ると考えますので、農業委員会ができる範囲の

話と一緒にして、進言していくのがよいのではないかと考えております。 

○委員 分かりました。よろしくお願いします。 

○議長 よろしいですか。 

次の議題にまいります。事務局、５６ページの説明をお願いします。 

○事務局 議案第３号、使用貸借権、１番朗読。 

○議長 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、○番○○が説明いたします。 

  １番は、ドッグランを造るため、親との間で使用貸借権の設定をして、転用をするための申

請です。地図は５７ページに添付されております。 

  申請地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。 

資金計画、自治会等の転用同意書も添付されておりまして、地域委員会といたしましては、

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
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す。 

  なお、この申請地は地図を見ていただくと分かるように、ドッグランの店舗が平成２９年８

月に許可され、現在、営業されております。最近では、週末はたくさんの人が来られて、犬を

そこで遊ばせているそうで、ドッグランはその南側にもあるのですが、今度の申請で、二手に

分けて、事業を進めたいという申請でございます。 

  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、暫時休憩といたします。 

 

（休 憩） 

（再 開） 

 

～ 議案第４号 １番～８番 ～ 

 

○議長 それでは、時間となりましたので、再開いたします。 

議案第４号、非農地証明願承認について、事務局説明お願いします。 

○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番を、議席番号○番○○が説明いたします。 

  １番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は４０ページに示しています。 

  ６月１２日に現地を確認したところ、現地は既に建っていた家も撤去して、整地がしてあり

ました。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思われます。 

  農地でなくなったのが昭和１６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、地域委員会として証明

することに問題はないと考えております。以上です。 

○委員 番号２番を、○番○○が説明いたします。 

  ２番は地目変更のための非農地証明願です。図面は６０ページに示しております。 

  ６月１２日に現地を確認したところ、現地は車庫等が建築されておりまして、農地への復旧

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

  また、農地でなくなった時期は、昭和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。以上です。 

○委員 続きまして、３番を、○番○○が説明いたします。 
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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６１ページに示しております。 

  ６月１２日に現地を確認したところ、現況は露天駐車場になっており、農地への復旧は困難

であり、周囲の状況から見て、非農地として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４番を、○番○○が説明いたします。 

  番号４番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は６２ページに示しております。 

  ６月１２日に現地を確認しましたところ、現況は物置小屋等に利用されており、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ものと見込まれ

ます。 

  また、農地でなくなった時期は、昭和５０年頃からであり、地元自治会、隣接者の証明もあ

り、平成２１年１２月２４日付非農地証明の取り扱いについての第４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ものと考えております。 

  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、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 意見等がございませんので、採決をとります。 

  番号２番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号２番は、証明書を交付すべきものと決定いたします。 

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

  続きまして、青垣町の案件を、事務局説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第４号、５番朗読。 

○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 番号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。図面は４６ページに示しております。 

６月１２日に現地を確認したところ、現地は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５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ないと考えております。 

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５番について、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号５番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  次に、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、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 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。図面は１５ページに示しております。 

６月１５日に現地確認を行いました。農地でなくなったのは、昭和６３年頃からで、地元自

治会長と隣接者の証明書があります。現地は既に山林となっており、農地の復旧については困

難であり、周辺の状況から見ても特段の影響はないものと見込まれます。 

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

会としましても、証明することに問題はないと考えておりますので、よろしく御審議お願いし

ます。 

○議長 確認報告が終わりました。 

  それでは番号６番について、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号６番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  続きまして、山南町の案件を、事務局説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第４号、７番～８番朗読。 
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○議長 それでは、山南地域委員会からの確認報告をお願いいたします。 

○委員 ７番、８番を○番○○が説明させていただきます。 

  ７番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は６３ページに示しています。 

６月１１日に現地を確認したところ、現地は原野となっており、農地への復旧が困難であり、

周囲の状況から見ても、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、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。 

８番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は６４ページに示しています。 

６月１１日に現地を確認したところ、竹薮となっており、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、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、よろしくお願いします。 

○議長 確認報告が終わりました。 

  それでは番号７番について、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号７番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号７番は、証明書を交付すべきものと決定いたします。 

  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、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号８番は、証明書を交付すべきものと決定いたします。 

 

～ 議案第５号 ～ 

 

○議長 続きまして、議案第５号、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 事務局からの説明は終わりました。 

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 ６月１５日に、１番から３番を確認しましたが、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異議はございません。 

○議長 確認報告が終わりました。 
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  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５号、農用地利用集積計画の決定について、柏原地域における、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、氷上町の案件については、農業委員会等に関する法律第３１条に該当の方がお

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、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 ６月１２日の氷上地域委員会におきまして、番号４番から１６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。 

（「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５号、氷上地域における農用地利用集積計画の決定

について、全て照会のとおり決定することに異議がないと回答することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

ついて、全て照会のとおり決定することに異議がないと回答いたします。 

  復席をお願いします。 

（該当委員復席） 

○議長 続きまして、青垣地域委員会からの確認報告をお願いいたします。 

○委員 １７番から１８番につきまして、６月１２日の地域委員会におきまして確認をしました

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

法第１８条第３項の各号の要件を満たしているので、決定することに、特に意見はありません。

以上です。 

○議長 続きまして、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 １９番から２５番まで、６月１５日の地域委員会で確認しましたが、全ての農地におい

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。 

  ただ、２２番の方は、農の学校をこの春に卒業された方で、地域に入って、営農をしていこ

うという方でございますので、地域委員会としても応援していきたいと思います。以上です。 

○議長 続きまして、山南地域委員会からの確認報告をお願いいたします。 

○委員 ６月１１日の地域委員会で２６番から３０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。 
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○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 ３１番から３４番までを、６月１１日の地域委員会で確認しましたが、全ての農地につ

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

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

○議長 青垣、春日、山南、市島、各地域委員会から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 意見等がないようですので、採決をとります。 

  議案第５号、青垣、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５号、青垣、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１号 ～ 

 

○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、１番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  氷上地域委員会からの補足説明はございませんか。 

○委員 こちらの届は公共事業による業者の一時利用になっております。自治会長等の同意書も

添付されております。以上です。 

○議長 質問等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ないようですので、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、１番～２番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

山南地域委員会からの補足項目はございませんか。 

○委員 ２件出ておりますけど、田は一枚になっておりまして、地図で言いますと、左下から右

上にかけて施工されております。 

○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、御承知おきください。 

 

～ 報告第３号 ～ 
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○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、２番朗読。 

○議長 氷上地域委員会から、補足することはございませんか。 

○委員 ６月１２日に現地を確認しました。農地の一部に倉庫が建っておりまして、２アール未

満の範囲であり、地域委員会としては問題のないものと確認しております。図面は７４ページ

に示してございます。 

  こちらの案件につきましては、経過書が添付されております。以上です。 

○議長 質問等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 質問がないようですので、御承知ください。   

  これをもちまして、第３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６月２５日 

 

            議           長              ○印  

 

 

            議事録署名委員（ １９ 番委員）            ○印  

 

 

            議事録署名委員（ ２０ 番委員）            ○印  


