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令和２年度 第４回定例総会議事録 

  

１．日 時  令和２年７月２７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 芦田 義彦  ４番 足立 正典  ５番 金子 隆司 

  ６番 德田 義信  ７番 山本 浩子   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 臼井 光茂  13番 荻野 隆太郎 14番 近藤 眞治 

 15番 田川 良一   16番 婦木 克則 

 （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 髙見 由行    

  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 

○事務局 皆さん、御苦労様でございます。定刻になりましたので、令和２年度第４回定例総会

を開催いたします。 

  まず、開会に当たりまして、事務局から連絡事項と依頼事項について、何点かお話をさせて

いただきます。 

  まず、１つ目でございます。本日から３年間、こういった総会の場で議席順にお並びいただ

くことになるんですけれども、この７月より三役さんと相談をさせていただいた結果、できる

限り会議を円滑に進めていきたいということでございますので、会議室入口側に会長とそれか

ら副会長、三名の方がお並びいただいた中で、定例総会については運営をしていきたいと考え

ております。よろしくお願いいたします。 

  今後、会議を進めるに当たりまして、できるだけ最適な方法でやっていきたいと、三役の

方々も考えておられますので、他に方法がございましたら、また御意見をいただけたらと思い

ます。 

それから２つ目でございます。本日お手元に７月１日にお配りさせていただきました丹波市

農業委員会実務必携をお持ちいただいていると思います。この定例総会の場では、できる限り

お手元に置いていただいて、随時参考にしていただきながら、議論を進めていただけたらと思

いますので、よろしくお願いします。 

  今回初めての定例総会という委員さんもいらっしゃいますので、改めてお話させていただき

ますが、実務必携の３番５ページをお開きください。上の方に大きく囲んであります。これは、

委員さんが現地の確認報告等をしていただく際、それから議論を進めていただく際に、御注意

くださいと書いてあります。改めて読ませていただきますと、①申請者や申請地、申請内容が

特定できる表現はできる限り避けるということです。氏名、年齢、性別、住所、申請地番、申

請者の耕作面積、土地の売買価格、それから申請地を特定できる近隣の店舗名等、例えば、

「あそこのマクドナルドの隣では」というような表現はできる限り避けていただきたいと思い

ます。 

  それから３つ目は、公の場でございます。不適切な言葉は使わないということ。十分御留意

いただきながら、議論を進めていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは最後になります。本日以降の定例総会における議長についてですが、これは丹波市

農業委員会総会会議規則、第７条によりまして、「会長が総会の議長となる。ただし、出席委

員の過半数の同意がある場合は、出席委員の中から議長を選出することができる」とあります。

このことから、農地法関係の事項は、農地担当の婦木副会長、農地法以外の事項を、農政担当

の足立副会長に、議長として、議事の進行をお願いすることについて、御提案をさせていただ

きたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○事務局 ありがとうございます。異議がございませんので、本日以降の定例総会における議長

について、農地法関係の事項を、農地担当の婦木副会長、農地法関係以外の事項を、農政担当

の足立副会長にお願いすることといたします。 

  それではここから婦木副会長、よろしくお願いいたします。 

○議長 失礼します。初めに、先ほど皆さんの方から承認をいただきまして、これから進行をさ

せていただきます。何分不慣れではありますが、皆様方の御協力を得まして、進めてまいりた
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いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは自席から失礼いたします。日程２番、会長挨拶に移らせていただきます。 

  丹波市農業委員会、岸本会長より、御挨拶をお願いいたします。 

 

２．会長あいさつ 

○岸本好量会長 （挨拶） 

○議長 ありがとうございました。 

  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。 

 

３．議事録署名委員の指名 

○議長 それでは日程３番、議事録署名委員の指名については、丹波市農業委員会公開会議議事

録第２０条の規定により、「議長が指名する」とありますので、指名をさせていただきます。 

  議席番号２３番髙見由行委員、２４番橋本慎司委員、以上２名の方、よろしくお願いいたし

ます。 

  総会の議事録は後日作成いたしますので、署名捺印をお願いいたします。 

 

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 ～ 

～ 報告第２号 １番 ～ 

 

○議長 それでは、日程４番、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。 

事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第１号、１番～７番、朗読。 

○議長 それでは事務局の説明が終わりました。 

氷上地域委員会からの確認報告をお願いいたします。 

○委員 新人で分からないことばかりですが、よろしくお願いします。 

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、図面は５ページに示

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、許可要件の全て満たしていることを確認し

ています。 

なお、この案件には誓約書が添付されております。譲受人の所有農地の中に、過去に農業用

倉庫を建てるため、造成した農地がありましたが、現在は倉庫はなく、今後早急に農地として

復旧することを約束いただいております。 
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御審議のほど、よろしくお願いします。 

○委員 ２番から５番までを、○番○○が説明いたします。 

番号２番は、農地を売買により取得し、新規に就農したいというもので、６、７ページに図

面を添付しております。 

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

件等については、近隣の方の指導を受けながら実施されており、地域調和要件は、農会や営農

組合などと協議をされ、問題ないものと思われます。 

なお、下限面積につきましては、併議となっております農地法第３条による農地等の賃貸借

権の設定の案件を合わせていただくと、下限面積をクリアし、許可要件の全て満たしていると

確認をしております。 

  農機具は、譲渡人から耕運機、草刈機などを譲り受けると聞いております。所有していない

ものについては、近隣の方に委託されます。 

  なお、譲渡人の農地が、１，０００平米ほど残っておりますので、引き続いて管理するよう

に指導していきます。 

よろしく御審議いただきますよう、お願いいたします。 

  続いて、２１ページ、３条の賃貸借権の設定許可申請の１番でございます。 

  １番は、農地の貸し借りによって、経営規模を拡大したいというもので、７、８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、許可要件の全て満たしていることを確認し

ています。 

なお、農機具等につきましては、さきほどの２番で説明したとおりでございます。 

よろしく御審議いただきますよう、お願いいたします。 

続きまして、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、８、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。 

よろしく御審議いただきますよう、お願いいたします。 

続きまして、４番でございます。４番は無償譲渡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、１０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、許可要件の全て満たしていることを確認し

ております。 

なお、誓約書は申請人の農地に、農業用倉庫を建てるため、２アール未満の農業用施設の届

出を８月に提出するとしたものです。 

よろしく御審議いただきますよう、お願いいたします。 

続きまして５番です。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
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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

しています。 

よろしく御審議いただきますよう、お願いいたします。以上です。 

〇委員 初めてで何も分からないんですけど、よろしくお願いします。 

  番号６番を、○番○○が説明します。６番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大し

たいというものです。図面は１２ページに示しています。 

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、許可要件の全て満たしていることを確認し

ています。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員 番号７番を、○番○○が説明いたします。 

７番は親族間の取引で農地を取得し、農業経営を開始するということで、図面は１３ページ、

１４ページに掲げております。 

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、許可要件の全て満たしていることを確認してい

ます。 

なお、申請書には、３名の農業経験者の方の名前が並んでおります。その方が代掻き、稲刈

り等を、いわゆる譲受人をサポートして、取り組まれるということで、また、地元の○○地区

の農業委員、推進委員でその３名の農業経営は適正であるか確認されております。 

なお、今回の申請で譲渡人は農業経営を廃止されます。以上です。 

○議長 それでは氷上地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  まず、１番から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、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２番についてですが、２番については、２１ページの賃貸借権設定についての１番と併

議とさせていただきます。 

番号２番及び２１ページ１番につきまして、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

番号２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２番は許可すべきものと決定いたします。 

続きまして、２１ページ１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、２１ページ１番につきましても、許可すべきものと決定いた

します。 
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 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。 

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、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、３ページに移りまして、番号６番につきまして、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

番号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。 

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。 

  次に、春日地域の案件について、事務局説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第１号、８番、報告第２号、１番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

春日地域委員会からの確認報告をお願いいたします。 

○委員 ○番、○○です。私も本日デビュー戦ですので、よろしくお願いします。 

番号８番を、○番○○が説明いたします。 

  ８番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、図面は１５ページ、

１６ページに示しております。 

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
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しております。   

 なお、報告第２号、番号１番に、農地法施行規則該当転用届が、当該農地の一部に合わせて

提出されており、図面１６ページにお示しをしております。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 春日地域委員会からの確認報告が終わりました。 

番号８番及び６０ページの１番につきまして、質問、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。 

なお、６０ページの１番につきましては、御承知おきください。 

それでは４ページに移ります。 

山南地域の案件につきまして、事務局説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第１号、９番～１１番朗読。 

○議長 山南地域委員会からの確認報告をお願いいたします。 

○委員 ９番を、○番○○が説明させていただきます。 

  ９番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいもので、図面は１７、１８ぺージ

に示しております。 

  地域委員会としては、農地法第３条第２項の各号で、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々に適合しており、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。 

それと、譲渡人の残地がありまして、これは譲受人が管理されています。 

○委員 続きまして、番号１０番、１１番を、○番○○が説明します。 

番号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、図面は１９

ページに示しております。 

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。 

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１１番は、農地を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、図面は２０ページに示しています。 

  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。以上です。 

○議長 山南地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  それでは９番につきまして、意見等はございませんか。 

 （「意見なし」と呼ぶ者あり） 
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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 意見等がございませんので、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。 

○委員 ちょっとすいません。議員というのは職業でしょうか。 

○事務局 事務局でございます。例えば国会議員とか、市議会議員、町議会議員、これは一つの

議員という職業として考えております。以上です。 

○議長 よろしいでしょうか。 

 

～ 議案第２号 １番～２番 ～ 

 

○議長 それでは第２号議案、農地法第４条の規定による許可申請承認について、事務局説明を

お願いいたします。 

○事務局 議案第２号、１番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

春日地域委員会からの確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号１番を、○番○○が説明します。 

  １番は、自動車整備工場及び露天車両置場にするための申請です。図面は２４ページ及び２

５ページにお示ししております。 

  なお、申請地の農地区分は、１０ヘクタール以上の集団農地に含まれており、第１種農地と

判断されると考えられますが、集落区域に接しており、第１種農地の不許可例外事由に該当す

ると考えます。 

  土地改良の残地ではありますが、それ以前より当該農地の一部に工場の一部が誤って建設さ

れており、始末書が添付されております。 

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

  また、転用面積は、事業計画に対して妥当なものであり、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います。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 
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○議長 春日地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号１番について、質問、意見等はございませんか。 

はい、どうぞ。 

○委員 資金計画の記載がないのですが、どうなんでしょうか。 

○委員 申請人が整地するので、実際にはお金はかからないということです。 

〇議長 よろしいでしょうか。 

  ほかに質問、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、山南地域の案件につきまして、事務局から説明してください。 

○事務局 議案第２号、２番朗読。 

○議長 事務局からの説明が終わりました。 

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２番を、○番○○が説明いたします。 

２番は、自家用太陽光発電設備用地とするための申請です。図面は２６ページに示しており

ます。 

申請地の農地区分は、住宅等が連坦している地域に近接し、その農地の集団規模がおおむね

１０ヘクタール未満のため、第２種農地に該当されます。 

申請地の雨水は、既設水路と申請地の横にあります川に排水される予定です。地元等の同意

も得られ、また転用面積は、事業計画に対して妥当なものであり、地域委員会としては農地法

第４条第６項の各号には該当せず、いずれも申請内容に問題がないことを確認しております。 

御審議、よろしくお願いいたします。以上です。 

〇議長 山南地域委員会からの確認報告が終わりました。 

 番号２番について、意見等はございませんか。 

 はい、どうぞ。 

○委員 発言をちょっと聞いてなかったのかも分かりませんけど、これ進入路というのはこの橋

のところからでよろしいですか。 

○委員 地図を見ていただいたら、上に名前が書いてありますね。その家が申請人の住宅でござ

いますので、そこからとなっております。 

〇議長 よろしいでしょうか。 

○委員 はい、分かりました。 

〇議長 ほかに質問、意見等ありませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号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） 
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○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。 

   

～ 議案第３号 所有権移転 １番～１４番 ～ 

～ 議案第３号 使用貸借権設定 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を議題とい

たします。事務局説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第３号、１番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

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、転用しようとする申請です。図面は３２ページ

に示しているとおりです。 

  申請地の農地区分は、街区の面積が３，７０２平米、宅地の面積が３，１９４平米で、街区

部分の面積に占める宅地の面積の割合が８６．３パーセントとなり、４０パーセントを超えて

いるので、第３種農地と考えます。隣接の所有者、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、よろしくお願いいたします。 

○議長 柏原地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号１番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

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

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

定いたします。 

  次に、氷上地域の案件について、事務局から説明をお願いします。 

○事務局 議案第３号、２番～４番、朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

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○○が説明します。 

２番は売買により農地を取得し、住宅擁壁として利用するための申請です。図面は３３ペー

ジに示しております。 

申請地の農地区分は、街区の面積に占める宅地面積が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

もないものと思われます。また、転用面積は最小限のものであり、農地法第５条第２項の各号

には該当せず、いずれも申請内容に問題がないことを確認しております。 
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なお、現地を確認したところ、既に工事が着工されており、始末書が添付されております。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員 番号３番を、○番の○○が説明いたします。 

番号３番は、売買により、資材置場と露天駐車場として利用するための申請です。図面は３

４ページに示しております。 

申請地の農地区分は、上下水道が埋設されている道路の沿道の区域であって、かつ５００メ

ートル以内に○○（鉄道の駅）と○○（医療施設）が存在するため、第３種農地と判断される

と考えられます。 

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

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

請内容に問題がないことを確認しております。 

  また、申請地２カ所の間に住宅がありますが、この住宅も一括して購入し、会社の出張所及

び従業員の駐車場、資材及び道具類等の置場として、利用される予定であります。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、番号４番を、同じく○番の○○が説明いたします。 

番号４番は、売買により、一般住宅を建築するための申請です。図面は３５ページに示して

おります。 

申請地の農地区分は、○○（鉄道の駅）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。また、転用面積は必要最小限のものであり、農地法第５条第２項各号には該

当せず、いずれも申請内容に問題がないことを確認しております。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。以上です。 

〇議長 氷上地域委員会からの確認報告が終わりました。 

 番号２番について、質問、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、質問、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しょうか。 

（「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。 

 番号４番について、質問、意見等はございませんか。  

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 
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  番号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。 

次に、青垣地域の案件について、事務局から説明をお願いします。 

○事務局 議案第３号、５番、６番、朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

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番は譲受人が、贈与により庭の拡張と浄化槽用地として利用するための申請です。譲渡人

は、母方の叔父となります。図面は３６ページに示しているとおりです。 

申請地の農地区分は、太線で囲んであります街区の中で、総面積が２３，４１８平米、その

うち宅地面積が１０,９８１平米で、宅地の割合が４６．９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も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項の各号には該当せず、いずれ

も申請内容に問題がないことを確認しております。 

なお、現地を確認しましたところ、既に浄化槽が設置されていたために、始末書が添付され

ております。読み上げますと、「私は、上記の土地の一部に、平成１０年頃自宅の浄化槽をし

てもらいました。叔父の土地だったので、その承諾さえあればいいと思っていました。農地法

の許可が必要だったことを後で聞かされ、深く反省しております。今後こういうことのないよ

うに十分注意いたしますので、今回申請の件、御許可いただきますよう、どうぞよろしくお願

い。」ということでございます。 

以上です。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、６番を、○番○○が説明をいたします。 

６番は譲受人が、太陽光発電設備をするための申請です。図面は３７ページに示していると

おりです。 

申請地の農地区分は、住宅等が連坦する地域に近接し、農地の集団規模が１０ヘクタール未

満であるため、第２種農地と判断をされます。また、周辺で代替地を探されましたが、適切な

土地がなかったため、今回の申請となりました。 

隣接所有者、地元等の同意も得られ、周辺農地の営農への支障もないものと思われます。農

地法第５条第２項各号には該当せず、いずれも申請内容に問題がないことを確認いたしており

ます。 

なお、パネル枚数が１２６枚、発電出力は３３．０キロワットとなっております。 

譲渡人の農地が、９筆ほど残っております。以上でございます。 

〇議長 青垣地域委員会からの確認報告が終わりました。 

 番号５番について、質問、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しょうか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号５番は、許可相当と意見を付して、進達すべきものと決

定いたします。 

 続きまして、番号６番について、意見等はございませんか。  

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号６番について、許可相当と意見を付して、進達することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号６番は、許可相当と意見を付して、進達すべきものと決

定いたします。 

 春日地域の案件につきまして、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第３号、７番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

春日地域委員会からの確認報告をお願いいたします。 

○委員 ７番を、○番○○が報告いたします。 

７番は、譲受人が売買により、露天資材置場として利用するための申請です。図面は３８ペ

ージをご覧ください。申請地の農地区分は、上下水道が埋設されている道路の沿道の区域であ

って、かつ５００メートル以内に○○（教育施設）と○○（教育施設）が存在するため、第３

種農地と判断されると考えられます。 

申請人は周辺で工事を請け負われ、以前から資材を置く場所を探しておられました。代替地

も検討されましたが、適当な空地がなかったため、今回の申請地となりました。 

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

里道、農道用水路が申請地の南側を通っており、雨水排水、道路の保全、周辺の環境保全に

ついても、自治会と協定書を作成し、添付されております。 

また、資材置場にした後、短期間に別の用途に安易に変更されることがないよう、７月１５

日の地域委員会において、譲受人の出席を求め、確認を行っております。 

転用面積は必要最小限であり、農地法第５条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。以上です。 

〇議長 春日地域委員会からの確認報告が終わりました。 

 番号７番について、意見等はございませんか。  

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号７番について、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、山南地域の案件につきまして、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第３号、８番朗読。 

○議長 事務局からの説明が終わりました。 
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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番を、○番○○が説明いたします。 

８番は、太陽光発電設備用地とするための申請です。図面は２６、２７ページにつけており

ます。 

申請地の農地区分は、住宅等が連坦している地域に近接し、その農地の集団規模がおおむね

１０ヘクタール未満のため、第２種農地に該当します。 

申請地の雨水は、自然浸透及び申請地全周に排水溝も建設していただく予定です。 

また、民家に近い場所では、植栽される予定です。丹波市開発指導要綱による協定がされて

おり、自治会との協定書も結ばれております。 

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はないと確認しております。 

なお、現地を確認したところ、鶏糞置場用に小屋が建設されていたため、始末書が添付され

ております。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。以上です。 

〇議長 ８番は、３，０００平方を超える案件ですので、立ち会い確認が必要で、柏原地域の担

当より、御報告をお願いします。 

○委員 ７月１７日に、現地の調査をさせていただきました。申請内容は先ほど説明をいただい

たとおりです。内容に問題はないと確認しております。以上でございます。 

〇議長 それぞれの委員会から報告が終わりました。 

 番号８番につきまして、質問、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しょうか。 

（「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、市島地域の案件につきまして、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第３号、９番～１４番、朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

市島地域委員会からの確認報告をお願いいたします。 

○委員 ９番から１３番を、○番○○が説明します。これは一体開発ですので、合わせて説明い

たします。 

  ９番から１３番は、譲受人が太陽光発電設備を設置するための申請です。 

  農地区分は、土地改良事業を行っていない、生産性の低い農地ということであり、第２種農

地と判断しました。全部で面積が８，５８９平米、パネル数が２，１８８枚、発電出力は４５

０．０キロワットです。 

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

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

も申請内容に問題がないことを確認しております。 

なお、申請地の近くに○○ダムがありましたが、大雨で破壊され、いまだに補修されていま
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せん。そのため、申請地には水が回ってこないということもあり、やむなしと判断いたしまし

た。よろしくお願いします。 

○委員 番号１４番を、○番○○が説明いたします。 

１４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４１ページに示している

とおりです。 

申請地の農地区分は、住宅等が連坦している地域に近接し、農地の集団規模が１０ヘクター

ル未満のため、第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、転用面積は事業計画に対して妥当なものであり、農地法第５条２項各号に該当せず、

いずれも申請内容に問題がないことを確認しています。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

〇議長 それでは、市島地域の案件につきまして、９番、１０番、１１番、１２番、１３番を一

括して、審議をいたします。転用面積が８，５８９平米と、３，０００平米を超える案件であ

りますので、立ち会い調査を行っております。それにつきまして、私が当時春日地域委員長で

ございましたので６月１９日に立ち合いをさせていただきました。 

今、委員のほうから御報告がございましたように、一体的な開発でございまして、その中で

大規模な太陽光発電が設置されるということでございます。 

周辺の農地につきましては、堤防のすぐ隣でございまして、非常に広大ですが、残念ながら

十分な管理ができていない状態です。そこを一体的に太陽光発電ということでございます。 

本来であれば、６月にかける案件ではございましたが、高圧電線が上に配置されておる農地

があり、地役権というのがついておりました。それの確認、承認を取るのに時間がかかって、

今月の案件に回ってきておりますことを、報告させていただきます。 

委員からの報告にありましたように、農地として十分な利用が困難であろうということを含

め、やむなしということを感じております。 

以上、報告を終わります。 

失礼いたしました。それでは９番、１０番、１１番、１２番、１３番につきまして、質問、

意見等はございませんか。  

○委員 もう一回パネル枚数と発電出力をお聞きしてよろしいでしょうか。 

○委員 パネル数が２，１８８枚、発電出力が４５０．０キロワットです。 

〇委員 ２種農地ということで、生産性の低い農地と、先ほどお伺いしたのですが、もうちょっ

と具体的に御説明いただけますか。 

〇委員  事務局お願いします。 

○事務局 失礼します。事務局でございます。 

  ２種農地の判断でございますが、まずは土地改良事業を行っているかいないか、というとこ

ろが問われます。当該農地につきましては、土地改良事業を実施されていないということです。   

もう１点でありますが、農地の集団規模ですね。集団規模が１０ヘクタールを切っているか、

超えているか、そこで判定をしていまして、今回は１０ヘクタール切っています。なので、圃

場整備がされていない、また、集団規模が１０ヘクタール未満であるという、この２点から、

２種農地という御判断を地域委員会でしていただいております。 

〇議長 よろしいでしょうか。 
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○委員 要は１０ヘクタール以下ということですね。 

○委員 事務必携の１番９ページに、立地基準判断シートというのが載っていますので、 

その７番、一番下の方の７番、その他の農地の判断というところです。その判断によって、１ 

種でも２種でも３種でもなしに、その他の農地ということで２種農地と判断させていただきま 

した。 

○委員 分かりました。 

〇議長 よろしいでしょうか。 

  ほかに、質問、意見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９番、１０番、１１番、１２番、１３番について、９番から順番に進めて

いきたいと思います。 

まず番号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） 

〇議長 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しょうか。 

（「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、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しょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

決定いたします。 

 番号１１番について、意見等はございませんか。  

（「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。 

 番号１３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。 

 それでは、番号１４番について、質問、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。 

  ここで、一旦休憩を取りたいと思います。 

失礼いたしました。３号議案の４２ページがございました。４２ページの使用貸借権設定の

許可申請承認についてを、議題とさせていただきたいと思います。 

  事務局、よろしくお願いします。 

○事務局 議案第３号、使用貸借権設定、１番朗読。 

〇議長 事務局からの説明が終わりました。 

  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○○が報告いたします。 

  １番は、譲受人が一般住宅を新築するとともに、住宅への進入路として、親子間で使用貸借

権を設定して、転用する申請です。この議案の譲受人、譲渡人親子ということになります。図

面は４３ページに示しています。 

  申請地は、○○（鉄道の駅）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。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。

使用貸借契約書も添付されております。図面では、進入路と新築予定地に間に土地があります

が、父親名義の宅地であり、そこを通って進入する予定です。また、進入路に係る県道からの

乗り入れることについても、占用許可申請が出ております。 

集落の排水溝、里道は、申請地の西側を通っており、管理に支障がないよう、通路を拡張す

る計画です。 

転用面積は、必要最小限であり、農地法第５条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。 

〇議長 春日地域委員会からの確認報告が終わりました。 

番号１番につきまして、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長 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。 

  ここで休憩をとります。３時から再開いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

（休 憩） 

（再 開） 

 

～ 議案第４号 １番～１３番 ～ 

 

〇議長 会議を再開いたします。 

○議長 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、説明をお願いします。 

○事務局 議案第４号、番号１番、朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

柏原地域委員会から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○○が説明します。 

  １番は、地目変更のための非農地証明願です。地図は４７ページに示しています。 

  ７月１５日に現地を確認したところ、かなり以前に建てられたと思われる住宅が建っており、

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に影響がないもの

と判断します。 

  また、農地でなくなった時期は昭和４８年頃からで、地元自治会と隣接者の証明もあり、平

成２１年１２月２４日付非農地証明願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 柏原地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号１番について、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１番について、証明書を交付することとしてよろしいでしょうか。 

（「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。 

  次に、氷上地域の案件について、事務局、説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第４号、２番～７番朗読。 

○委員 番号２番を、○番○○が説明します。 

  ２番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は４８ページに示しています。 

７月１４日に現地確認したところ、現状は物置が建設されており、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と見込まれます。 

また、農地でなくなった時期は昭和２０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日付非農地証明の取り扱いについて、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ないと考えます。 
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御審議のほど、よろしくお願いします。 

○委員 ３番から５番まで、○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８ページに示しています。 

７月１４日に現地を確認したところ、現地は農業用水路と揚水機場になっており、農地への

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

す。 

また、農地でなくなった時期は昭和３４年頃からで、地元自治会と隣接者の証明もあり、平

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。 

次に４番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は８ページに示しています。 

７月１４日に現地を確認したところ、現地は物置と住宅と、農業用倉庫の一部になっており、

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

込まれます。 

また、農地でなくなった時期は物置が昭和４７年頃からで、住宅と農業用倉庫が昭和５３年

頃で、地元自治会と隣接者の証明もあり、平成２１年１２月２４日付非農地証明の取り扱いに

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。 

５番に移ります。５番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は１１ページに示して

おります。 

７月１４日に現地を確認したところ、道場になっており、農地への復旧は困難であり、周囲

の状況から見て、非農地と判断しても特段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３５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ます。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員 ６番、７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１４ページに掲載しております。 

７月１４日に現地確認したところ、揚水機場となっており、農地への復旧は困難であり、周

囲の状況から見て、非農地と判断しても特段に影響は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等の証明もあり、

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、７番は地目変更のための非農地証明願です。図面は４９ページに掲載しております。 

７月１４日に現地を確認したところ、進入路となっており、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影響がないと見込まれます。 

４９ページの図面をごらんください。非農地ということで、登記簿等々確認しました。横の

土地を分筆していただいております。分筆を条件に非農地をということで、お話を進めてきま

した。 

また、農地でなくなったのが昭和４７年頃からで、地元自治会や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
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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 氷上地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号２番について、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号２番について、証明書を交付することとしてよろしいでしょうか。 

（「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。 

  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しょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

番号４番について、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号４番について、証明書を交付することとしてよろしいでしょうか。 

（「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。 

  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。 

  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について、証明書を交付することとしてよろしいでしょうか。 

（「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。 

  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しょうか。 

（「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、青垣地域の案件を、事務局、説明をお願いいたします。 



 - 21 - 

○事務局 議案第４号、８番～１１番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

青垣地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号８番を、○番○○が説明いたします。 

  ８番は、保安林指定手続に必要なための非農地証明願です。地図は５０ページに示していま

す。 

７月１４日に現地を確認したところ、山林となっており、農地への復旧は困難であり、 

周囲の状況から見て、非農地と判断しても特段影響はないと思われます。 

農地でなくなった時期は昭和４０年頃からで、地元自治会及び隣接者の証明もあり、平成２

１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います。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

○委員 続いて、９番を、○番○○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。図面は５１ページに示しています。 

７月１４日に現地確認したところ、５１ページの図面を見ていただきますと、○番地○と書

いております、そこは非常に広い宅地跡地になっております。これを左右に線引きをして、３

分割して、それぞれ３軒が火災に見舞われたというふうな状況でございます。そこは現状では

宅地跡地の更地になっておりまして、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４５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。 

○委員 続きまして、番号１０番を、○番○○が説明いたします。 

  １０番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は３７ページに示しているとおりです。 

７月１４日に現地確認をしたところ、作業所となっており、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、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。 

続きまして、１１番を説明いたします。図面は５２ページに示しているとおりでございます。 

７月１４日に現地を確認いたしましたところ、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。 

農地でなくなった時期は、昭和４５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ないと考えております。 

以上です。御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長 青垣地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  それでは、４５ページの８番につきまして、意見等はございませんか。 

○委員 申請者はなぜでこの土地の非農地証明願をされたのかもう一回説明していただけません
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か。 

○委員 現地の上に砂防堰堤というか、そういうのが設置されておりまして、その周辺が保安林

ということで、非農地の手続きをされております。事務局補足をお願いします。 

○議長 はい、事務局。 

○事務局 事務局でございます。 

  今回、丹波県民局長から言われておりますのは、保安林指定の手続のために、県民局長から

証明願の手続きがされております。地目変更の後、治山事業を行いたいという予定を聞いてお

ります。また、所有者からも県民局長が証明願を提出することについて、同意書が提出されて

おります。以上でございます。 

○議長 よろしいですか。 

  ほかに、質問等はありませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号８番について、証明書を交付することとしてよろしいでしょうか。 

（「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。 

  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、証明書を交付することとしてよろしいでしょうか。 

（「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。 

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、証明書を交付することとしてよろしいでしょうか。 

（「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。 

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 意見等がないようですので、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しょうか。 

（「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、春日地域の案件につきまして、事務局、説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第４号、１２番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  春日地域委員会からの確認報告をお願いいたします。 

○委員 １２番を○番の○○が説明いたします。 

この１２番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は５３ページに示しています。 
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７月１５日に現地を確認したところ、倉庫になっております。農地への復旧は困難であり、

周囲の状況から見ても、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６０年頃からで、地元の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。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 春日地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  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、証明書を交付することとしてよろしいでしょうか。 

（「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。 

続きまして、山南地域の案件につきまして、事務局、説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第４号、１３番朗読。 

○議長 事務局からの説明が終わりました。 

  山南地域委員会からの確認報告をお願いいたします。 

○委員 ○番○○が説明させていただきます。 

  １３番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は５４ページに示しているとおりです。 

７月１３日に確認しましたところ、現地は宅地の一部となっており、農地への復旧は困難で

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

また、農地でなくなった時期は昭和１１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 山南地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  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、証明書を交付することとしてよろしいでしょうか。 

（「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、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 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 ７月１５日に、１番から４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、
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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ございません。 

〇議長 １番から４番まで、確認報告が終わりました。 

  番号１番から４番までの柏原地域の案件につきまして、意見等はございますか。 

（「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。 

  柏原地域における農用地利用集積計画の決定について、全て照会のとおり決定することに、

異議がないと回答することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、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。 

それでは、氷上地域につきまして、農業委員会等に関する法律第３１条に該当する方がおら

れますので、退席をお願いいたします。 

（該当委員退席） 

○議長 氷上地域委員会からの確認報告をお願いいたします。 

○委員 ７月１４日、氷上地域委員会におきまして、番号５番から８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 氷上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。 

（「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。 

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、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。 

  復席をお願いいたします。 

（該当委員復席） 

○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 ７月１４日に青垣地域委員会で９番を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項の各号の要件

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、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１０番から２４番について、７月１５日の春日地域委員会で確認をいたしました。

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１８

条第３項の各要件を満たしていると考えられますので、決定することに特に意見はありません。

以上です。 

○議長 青垣、春日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。 
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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。 

青垣、春日地域における農用地利用集積計画の決定について、全て照会のとおり決定するこ

とに、異議がないと回答することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、青垣、春日地域における農用地利用集積計画の決定について、

全て照会のとおり決定することに、異議がないと回答いたします。 

  続きまして、山南地域からの確認報告をお願いいたします。 

○委員 ２５番から２８番まで、７月１３日に確認しましたが、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、市島地域からの確認報告をお願いいたします。 

○委員 ７月１３日、地域委員会において、２９番から４１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 山南、市島地域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。 

  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、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。 

○委員 質問です。この利用権設定の番号のところに、番号が２つずつあるんですけど、この意

味は何ですか。 

○議長 事務局お願いします。 

○事務局 失礼いたします。事務局でございます。 

  特に意味はございません。通常は一段書きで、１つでございますが、こういう形になってい

るところです。申し訳ございません。 

〇議長 よろしいでしょうか。 

○委員 審議の途中で、電話が鳴って、今出られていますが、審議のときはマナーモードにして

いただくように、事務局から注意していただいたらと思います。よろしくお願いします。 

〇議長 今の御意見のとおり、審議中は当然マナーモードにするようにして、電話が鳴るという

ことがないように、注意していただきたいということです。 

 

～ 報告第１号 ～ 

 

○議長 それでは５６ページ、報告第１号の農地の形状変更についてを議題とします。 

○事務局 報告第１号、朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 
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氷上地域委員会から補足することはありますか。よろしいですか。 

○委員 補足ありません。 

○議長 それでは、報告第１号、農地の形状変更届の１番について御承知おきください。 

 

～ 報告第３号 ～ 

 

○議長 それから、報告第２号につきましては、既に審議が終わっておりますので、報告第３号、

公共工事の届出についてを議題とします。 

○事務局 報告第３号、朗読。 

○議長 山南地域から補足説明はありますか。 

○委員 何年か前にもこういった工事がありまして、そのときも何も言わんと工事しておりまし

て、後日、県から報告をいただいたんですけど、今回も、私らが見に行った時点で、既に工事

がかかっておりました。また、事務局から注意をお願いします。 

○議長 ほかに質問ございますか。事務局から説明をお願いします。 

○事務局 後ほど説明いたします。 

〇議長 それでは、報告第３号につきましては、御承知おきいただいて、後に説明をされますの

で、よろしくお願いいたします。 

  ここで議長の交代をいたします。 

○議長 それでは農政担当の足立です。どうぞよろしくお願いします。 

  次に、報告第４号、農業経営改善計画の認定についてを議題といたします。 

  事務局から説明をお願いします。 

○事務局 報告第４号、朗読。 

○議長 説明が終わりました。氷上地域委員会から補足説明がありますでしょうか。  

○委員 氷上地域におきまして、認定の申請がありまして、担当委員さんから確認をしていただ

いております。２件とも適正に経営改善計画がなされており、適当と判断いたしました。 

○議長 それでは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４号、農業経営改善計画の認定について、御承知お

きください。本日予定をしておりました議事は、以上でございます。先ほどの公共工事の件に

つきまして、事務局から説明いただきます。 

○事務局 失礼いたします。事務局でございます。 

  議案書６２ページの公共工事の件でございますが、県の担当課から届出があったのですが、

再度こちらから担当者に連絡をいたしまして、着工前に届を提出していただきたいとお伝えし

ておきました。以上です。 

○議長 もう少し、事務局から詳細な説明をしていただけますか。 

○事務局 議案書６２ページに載せてございます、所有者が兵庫県でございますが、提出されて

おります登記簿謄本を確認しますと、令和元年９月１９日で、売買をするということで、分筆

をしておりまして、必要な道路用地の部分だけを、県が買収をしているということでございま

す。 

  現場でございますが、事業内容につきましては歩道整備工事ということで、この部分だけ買
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収ができずに、歩道設置が止まっておりました。その箇所につきまして、買収が完了して、再

び工事を開始したということでございます。 

○議長 よろしいですか。本日予定しておりました議事は以上でございます。 

  それではこれをもちまして、第４回農業委員会定例総会を閉会したいと思います。御苦労さ

んでございました。 
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