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令和２年度 第５回定例総会議事録 

  

１．日 時  令和２年８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 （２３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  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 （１名） 

        ７番 山本 浩子 

   

○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 農用地利用集積計画の決定について（別冊） 

  報告第 １ 号 農地の一時利用の届出について 

  報告第 ２ 号 農地の形状変更届について 

  報告第 ３ 号 農地法施行規則該当転用届について 

  報告第 ４ 号 公共工事の届出について 

   

５．閉会 
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１．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。 

事務局から、会議の開催について、報告をお願いします。 

○事務局 失礼します。本日、７番の山本委員については、欠席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。 

 

３．議事録署名委員の指名 

○議長 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、指名させていただきます。 

  議席番号１番古倉委員、２番矢本委員、以上の２名の方、よろしくお願いいたします。 

  なお、本総会の議事録は後日作成しますので、署名の方をお願いいたします。 

 

４．議事 

 

～ 議案第１号 所有権移転 １番～２０番 ～ 

～ 報告第３号 ３番 ～ 

 

○議長 日程４番、議事に入ります。 

  前回も途中で携帯電話等が鳴り、審議に支障をきたしましたので、携帯電話等が鳴ることが

ないように、今一度確認のほどをよろしくお願いいたします。 

それでは議事に入ります。 

議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請承認について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番は農地を売買により取得し、経営規模を拡大させたいというもので、７ページに地図を

つけています。 

申請地は、申請者の自宅のすぐ近くで、野菜を栽培したいということです。申請者は、野菜

や花を栽培し、自ら農産物を直売するなど、熱心に農業に取り組んでおられます。 

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。 

○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。   



 - 3 - 

 （「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） 

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、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１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、３番は譲受人が同一なので、一緒に報告させていただいてよろしいですか。 

○議長 はい。 

〇委員 それでは、番号２番、３番を、○番○○が説明いたします。 

  番号２番、３番につきましては、農地を売買により取得し、農業経営を新規に行いたいとい

うものでございます。図面は８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。 

 また、新規に農業を始められるということで、農機具等につきましては、近くの専業農家の

方にお世話になり、随時農機具を取りそろえて、農業を始めたいということで、お聞きしてお

ります。 

 また、番号４番につきまして、○番○○が説明いたします。 

番号４番につきましては、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９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

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 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、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。 
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次に、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。 

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。 

次に、青垣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、５番～７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 ５番、６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、図面は１０ページ

に示しております。 

  譲受人の自宅周辺の農地でございます。地域委員会としては、農地法第３条第２項の各号の

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

御審議のほど、よろしくお願いします。 

引き続いて、○番を○○が説明いたします。 

６番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、図面は１１ページ

に示しております。 

  隣の農地が譲受人の農地でございまして、２枚が続くことになります。 

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

いたしております。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

〇委員 続きまして、７番を、○番○○が説明いたします。 

  ７番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、１２ページに図面

をつけております。 

  地域委員会としては、農地法第３条第２項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。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

  なお、譲渡人の農地は、後１筆残っております。以上でございます。 

○議長 青垣地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  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、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号５番は許可すべきものと決定いたします。 

  続きまして、番号６番について、質問、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、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、８番～１４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。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８番から１１番を○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ございまして、図面

は１３ページについております。 

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

いたしております。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

続きましては、番号９番です。図面は１３ページでございます。 

９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ございます。 

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

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

いたしております。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

続いて、１０番でございます。１０番も農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいと

いうものでございます。図面は１３ページでございます。 

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

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

しております。御審議のほど、よろしくお願いします。 

続いて、１１番でございます。こちらにつきましても、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ことでございます。図面は１４ページでございます。 

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

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

いたしております。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 ○○さん、合わせて５５ページの報告第３号の３番もお願いいたします。 

〇委員 報告第３号３番の施行規則該当転用届でございます。これにつきましては、３条で取得

予定の農地の中に農業用倉庫が既に建っており、それに伴う届出でございます。また、始末書
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が添付されております。 

○議長 報告第３号の３番については、先ほどの３ページの１１番に関係しますので、合わせて

審議をしたいと思うので、そのように進めさせていただきます。 

  なお、１２番以後は、農業委員会に関する法律第３１条に該当する方がおられますので、こ

こまでをまず審議したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

まず、３ページの８番から、審議をしたいと思います。 

３ページの８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、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、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、質問、意見等はございませんか。並びに５５ページの３

番と関連がありますので、合わせて質問、意見等はございますか。 

〇委員 すみません。○番○○です。確認です。 

  この始末書というのは、譲渡人から出ているということで、よろしいですか。 

○議長 春日地域委員会お願いします。 

〇委員 ちょっとお待ちくださいね。これは、譲受人の方から提出されております。 

〇委員 経過書ではなくてですか。譲受人が始末書を提出するのは酷かと思うのですが。 

〇事務局 失礼いたします。事務局でございます。 

  まず、始末書の提出者が誰かということでございますが、これは譲受人から提出されていま

す。基本的には設置をされた方、行為をされた方から提出をされるのが正しいと思いますので。

今回の提出者は譲受人でございます。倉庫を建てられたのが譲受人と解釈をしております。 

以上でございます。 

〇委員 再度確認です。設置したのは譲受人なんですか。 

○事務局 事務局でございます。 

  始末書という形で、譲受人から出てきておりますので、譲受人が設置をされたというふうに

推察をしております。以上です。 
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〇委員 新たに購入される方が、既存のこの倉庫を、始末書をつけて、提出されるというのは、

どうも腑に落ちないんですけど。購入される土地の中に、一部に倉庫が建ってるという。 

○事務局 失礼いたします。事務局でございます。 

  こちらに添付されております現地の写真を見ますと、比較的新しいものでございます。いわ

ゆるヨド物置というような、簡易な物置が設置されています。 

○議長 おそらく、状況としては、譲受人さんが以前からここ耕作されており、物置を建てた。

今回、正式に３条で取得しようとしている内容のものでございます。それについて、自分が建

てたということで、始末書が提出されたという経過だと思います。 

〇委員 譲受人が建てられとるわけでしょ。譲受人が数年前からこの土地を借りておられて、物

置を建てた。だとすると、今回の始末書付の３条は正しいと考えます。 

○議長 よろしいでしょうか。 

ほかに、質問、意見等ございませんか。 

 （「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。 

関連する５５ページの報告第３号の３番につきましては、御承知おきください。 

続きまして、１２番ですが、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、１２番の説明をお願いいたします。 

〇委員 番号１２番を、○番○○が説明します。 

  １２番は、農地を売買により取得し、新規就農されます。農業用機械は、譲渡人から取得す

るというもので、図面は１５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。 

○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番につきまして、質問、意見等はございませんか。 

〇委員 ちょっとお尋ねするんですけど、これ地図見たらね、進入路は乗り越えて行くんですか。

どこから入るんですか。少なくとも８つは進入路がないんやけど。 

〇委員 畑の分については、どうにか一輪車が通れる程度です。 

〇委員 耕運機なりトラクターなり持っていくとき、乗り越えて行くんですか。 

〇委員 そうですね。そういう条件の地形です。 

〇委員 今までもそうなんですか。 

〇委員 そうです。 

○議長 春日地域委員会から、補足の説明はございますか。 

〇委員 特にないんですけど、従来から、そのようにやっておられたそうです。図面上では確認
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出来ませんが、明確な道というのがなく、里道ぐらいの幅の狭い道がそれぞれに付いています。

昔からそれを利用して耕作されていたようです。 

〇委員 この方、新規就農ですね。新規就農で機械とかどうするのか、何を作られて、どういう

ふうな計画をされるのか、もし分かるようやったら教えてください。 

〇委員 田んぼとなっていますけども、ほとんど畑に近いような状態のところが多いんです。 

〇委員 すいません。私のほうからも補足説明をよろしいか。 

  この図面１５ページに、この１５という数字のちょっと上に、周り取り囲まれるようにして

家があるんですね。この家も同時に購入をして、ここを住まいにして、拠点にします。そこの

方の農機具等を丸ごと買われ耕作される予定です。まだ、申請人はここへ来られていませんが、

住所の移転はもう既にされております。 

〇委員 これ何を作りはるんですか。 

〇委員 野菜などです。 

〇委員 計画はあるんですか。５年間の計画書は。 

〇事務局 失礼します。事務局でございます。 

 １５ページの図面を見ていただきたいんですけども、図面の北側ですね。北側７筆の固まりが

あると思うんですけども、こちらは水稲の計画でございます。南側の所につきましては、果樹

です。柿、ミカン、栗です。一部野菜と計画されております。以上です。 

○議長 よろしいでしょうか。 

〇委員 ここは筆がたくさんあるけども、１枚になっとると理解してよろしいか。 

〇委員 ここはなだらかな波打ってる土地ではあります。ですから畦があって、１枚１枚はっき

りしとるという状態よりは、丸くなってがたがたしている状態の場所ではあります。 

〇委員 １枚がいうことやね。 

〇委員 ですから出入りするのに、全体に明確な進入路があるかって言われたら、まあそういう

とこを乗り越えてっていうような状態ではあります。 

○議長 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。 

復席をお願いいたします。 

（該当委員復席） 

○議長 続きまして、春日地域の案件の１３番、１４番につきまして、説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第１号、１３番、１４番朗読。 

○議長 春日地域委員会からの報告をお願いいたします。 

○委員 １３番と１４番は関連しておりますので、○番○○がまとめて説明をいたします。 

  １３番、１４番は、お互いの農地を無償で交換することで、効率的に耕作することを目的と

した申請です。図面は１６ページにあります。１６ページの図面を見ていただいたほうが、よ

く理解できると思います。 

  １４番の申請人が、隣地を売却する、売買した際、今回の申請農地が存在することに気づき、
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隣接する農地を交換する、１３番の申請人と協議の上、今回の申請となりました。お互いの交

換によって、それぞれの農地を効率的に耕作し、便利よく耕作していこうというものです。図

面を見てもらえましたら、小さなものが２つ並んでいます。それを交換しましょうということ

です。 

地域委員会としては、農地法第３条第２項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。 

この議案書、譲受人、譲渡人が斜めに農地を交換するという申請内容になっております。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

○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１３番、１４番と書いてありますが、１つずつ審議していきたいと思います。 

番号１３番について、質問、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。 

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。 

次に、山南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、１５番～１７番朗読。 

○議長 事務局より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 １５番、１６番を、○番○○が説明させていただきます。 

  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、図面は１７ペー

ジにつけております。 

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

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

確認しております。 

１６番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、図面は１８ペー

ジに示しています。 

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

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

確認しております。 

御審議のほど、どうぞよろしくお願いします。 

〇委員 番号１７番を、○番○○が説明いたします。 
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  １７番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、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 山南地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号１５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、質問、意見等はございませんか。 

〇委員 この図面を見せていただいたら、このたくさん家が建っている住宅の中に、この申請地

があるのですが、どこから入って、どこから出てくるのか教えてください。 

〇委員 農地の右側に家があります。これを潰されまして、この所有者さんが、その前のお家の

方に、譲受人の方に購入を依頼されまして、購入されます。それで、そのときに土地だけだと

思っておられたんですが、この農地が残っておりまして、それを３条申請されました。進入路

はここの家は潰れていますので、裏から入れます。 

〇委員 トラクターやコンバインまでやないけど、耕運機ぐらいは通るんですね。 

○委員 耕運機でも何でも、家は潰れていますから、４トントラックでも通れます。 

○議長 よろしいですか。 

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１６番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１６番は許可すべきものと決定いたします。 

続きまして、番号１７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１７番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１７番は許可すべきものと決定いたします。 

次に、市島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、１８番～２０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 １８番、１９番、２０番を、○番○○が説明します。 

  １８番、１９番は、譲受人が同一人物ですので、合わせて説明いたします。 
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１８番、１９番は、農地を無償譲渡により取得し、農業規模を拡大したいというもので、図

面は２０ページです。 

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

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

しております。 

なお、譲渡人は、これで農地がなくなりました。 

次に２０番です。２０番も農地を無償譲渡により取得し、経営規模を拡大したいというもの

で、地図は２１ページです。 

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

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

しています。 

なお、１筆残地がありますが、これは近所の親戚の方が、きっちり管理されておりました。 

よろしくお願いします。 

○議長 市島地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号１８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１８番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１８番は許可すべきものと決定いたします。 

続きまして、番号１９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１９番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１９番は許可すべきものと決定いたします。 

続きまして、番号２０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２０番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号２０番は許可すべきものと決定いたします。 

 

～ 議案第２号 １番 ～ 

～ 報告第１号 １番 ～ 

 

○議長 続きまして、議案第２号、２３ページ。農地法第４条の規定による許可申請承認につき

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。 
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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 １番を○番○○が、説明させていただきます。 

  １番は、営農型太陽光発電設備を設置するための転用です。図面は２４ページにつけており

ます。 

  農地区分は、農振農用地になっております。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。 

  質問が出ると思いますので、前もって言わせていただきます。面積が１，７７０平米ありま

して、そのうちの２．２７平米が、一時転用になります。それ以外は、４９ページの一時利用

になります。この申請を受けるに当たりまして、地域委員会の方でも申請者と相談もしました

し、もしも２割以上減収した場合は、撤去していただくことになりますよということは、何回

も念を押して説明しております。事務局の方からも指導をいただいております。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長 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。 

○委員 営農型なんで、作物の計画は。 

○委員 水稲です。水稲は６０パーセントほどの光があれば出来るらしいんです。それで６７パ

ーセント以上の光が入るように、数字上はされておりました。 

○議長 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。 

  なお、４９ページの報告第１号の１番、一時利用の届出につきましては、御承知おきくださ

い。 

     

～ 議案第３号 所有権移転 １番～５番 ～ 

 

○議長 それでは続きまして、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

審議したいと思います。 

事務局より、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。 

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、農地を売買により取得し、共同住宅を建設するための申請です。図面は２７ペ

ージに示しております。 
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  申請地の農地区分は、上下水道管の埋設されている道路の沿道にあり、かつ５００メートル

以内に○○（医療施設）、○○（教育施設）があり、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。 

  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。 

  よろしく御審議のほど、お願いいたします。 

  ２階建て１６戸の部屋がとられると聞いております。 

○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、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、春日地域の案件を、事務局より説明をお願いします。 

○事務局 議案第３号、２番、３番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

春日地域委員からの確認報告をお願いいたします。 

○委員 ２番を、○番の○○が説明いたします。 

２番は、売買により農地を取得し、一般住宅を建築するための申請です。図面は１６ページ

に示しております。 

申請地の農地区分は、住宅等が連たんする地域に隣接し、集落の中に存在し、農地の集団規

模が１０ヘクタール未満のため、第２種農地と判断すると考えます。 

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、雨水排水についても、隣接する集落の排水溝へ

接続されます。代替地の検討表、資金証明も添付されております。 

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

いことを確認しております。 

１６ページの地図を御覧ください。１６ページの下の方の３枚つながった場所です。それの

一番北側、上の方です。北側が今回の申請地となっております。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

続いて、番号３番を、○番の○○が説明いたします。 

３番は、売買により取得し、一般住宅を新築するための申請です。図面は同じく１６ページ

に示しております。図面のとおり、先ほどの２番に隣接する申請地となります。 

申請地の農地区分は、住宅等が連たんする地域に近接、集落の中に存在し、農地の集団規模

が１０ヘクタール未満のため、第２種農地と判断されます。隣接所有者、地元等の同意も得ら

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、２筆の小さい農地を１つに造成し、住宅用地とされますが、転用面積は必要最小限で

あり、雨水排水についても、隣接する集落の排水溝へ接続されます。代替地の検討表、資金証
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明も添付されております。 

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

いことを確認しております。 

なお、始末書が添付されておりますが、この図面でいう一番下側の畑のところに稲木小屋を

譲渡人の父親が設置しておりまして、その許可申請を怠ったことについての始末書添付となっ

ております。深く反省され、今後このようなことのないようにいたしますということでござい

ます。 

この３筆同じ地主なんですが、地主は、後１筆だけ、家庭菜園レベルの農地が残っていると

いう状況です。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○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。 

 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、山南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３号、４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確認報告をお願いいたします。 

○委員 ４番を、○番○○が説明いたします。 

４番は、一般住宅を建てるための申請です。図面は２８ページに示しております。 

申請地の農地区分は、街区の面積が１万１，１２６平米で、そのうち宅地面積が８，１００

平米になり、宅地面積が占める割合は４０パーセントを超えており、第３種農地と判断されま

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、よろしくお願いいたします。 

○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） 
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○議長 意見がないようですので、採決をとります。 

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

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

定いたします。 

 続きまして、市島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３号、５番朗読。 

○議長 事務局から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 ５番を、○番の○○が説明します。 

５番は、農地を売買により取得し、太陽光発電設備を設置する申請です。地図は２９ページ

です。 

農地区分は、○○（鉄道の駅）から３００メートル以内にあり、第３種農地と判断いたしま

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。 

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。 

雨水は既設の水路へ、雑草は防草シートで雑草対策をするということで、パネルが２１２枚、

発電力が６７．８キロワットです。 

よろしくお願いいたします。 

○議長 市島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。 

  ここで休憩をとります。５５分に再開いたしますので、しばらく休憩とさせていただきます。

よろしくお願いします。 

 

（休  憩） 

（再  開） 

 

～ 議案第４号 １番～１３番 ～ 

○議長 再開いたします。 

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。 

事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第４号、番号１番～２番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 
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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、２番を、○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３３ページに示しています。 

  ８月１３日に現地を確認しましたが、現地は申請者の親が住んでいた住宅跡地で、現在は原

野となっており、農地への復旧は困難であります。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。 

  地目変更ができたときには、周辺の山林を所有している地元の神社へ寄附すると聞いていま

す。 

  農地でなくなった時期は、昭和４２年頃からで、地元自治会と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、地域委員会として

は証明することに問題ないと考えています。 

  続きまして、２番も地目変更のための非農地証明願です。地図は３４ページに示しています。 

  ８月１３日に現地を確認したところ、申請者の次男の住宅が建っており、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と思われます。 

  地目変更ができたときには、その次男に生前贈与をすると聞いています。 

  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 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。 

  番号２番について、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号２番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、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、氷上地域の案件につきまして、事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第４号、３番～５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３番、○番の○○が説明します。 

  ３番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は３５ページに示しております。 

８月１０日に現地を確認したところ、住宅が建築されており、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。 
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また、農地でなくなった時期は、昭和４８年頃からで、地元自治会長、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、証明することを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。 

○委員 ４番を、○番○○が説明をいたします。 

４番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は３６ページに示しています。 

８月１０日に現地を確認したところ、○○は住宅の一部に、○○は物置小屋になっており、

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、○○は平成７年頃からで、○○は昭和５４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５番を、○番○○が説明いたします。 

 番号５番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は３７ページに示しております。 

８月１０日に確認しましたところ、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、非農地と判断しても特段に影響は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４０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 氷上地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号３番について、意見等はありませんか。 

（「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。 

  番号４番について、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号４番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

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。 



 - 18 - 

  続きまして、青垣地域の案件について、事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第４号、６番～９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ですが、まず６番について、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３８ページに示しております。 

８月１２日に確認したところ、現地は、○○は車庫、○○は住宅、農業用倉庫になっており

ます。農地への復旧は困難であり、周囲の状況から見て、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、○○は昭和４３年、○○は昭和５５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います。 

よろしくお願いします。 

○議長 まず、６番について、審議をいたします。 

番号６番について、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号６番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、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、７番、８番、９番につきましては、農業委員会等の法律第３１条に該当する方

がいらっしゃいますので、退席をお願いします。 

（該当委員退席） 

○議長 青垣地域委員会より、７番、８番、９番につきまして、説明をお願いします。 

〇委員 引き続いて７番を、○番○○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３９ページに示しております。 

８月１２日に確認したところ、現地は、農業用倉庫及び住宅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、○○は平成５年頃、○○は昭和４０年頃、○○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

はありません。 

○委員 続きまして、番号８番を、○番○○が説明をいたします。 

  ８番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は３９ページに示しております。 

８月１２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６０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ありません。 
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続きまして、９番を、引き続き○番の○○が説明をいたします。 

９番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は４０ページに示しております。 

８月１２日に現地確認しましたところ、現地は山林となっており、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 青垣地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  まず、番号７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。 

続きまして、番号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） 

○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。 

  復席をお願いいたします。 

（該当委員復席） 

○議長 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、１０番～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１０番、１１番について確認報告をお願いいたします。 

○委員 １０番を、○番○○が説明いたします。 

４１ページの図面を見ていただいたら分かりますように、申請者の家と隣接しております。 

８月１３日現地を確認したところ、住居の一部となっておりまして、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につきましては、昭和５８年頃からで、地元自治会長と隣接者

の証明もございます。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、地域委員会としては、証明することに問題ないと考えています。 
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御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

〇委員 番号１１番を、○番○○が説明します。 

１１番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は４２ページに示しております。 

  ８月１３日に確認いたしましたところ、現地は住宅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４６年頃からで、地元自治会長、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 ただいまの１０番、１１番について、審議をしたいと思います。 

  まず、１０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。 

  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。 

  １２番につきましては、農業委員会等に関する法律第３１条に該当する方がいらっしゃいま

すので、退席をお願いします。 

（該当委員退席） 

〇委員 番号１２番を、同じく○番○○が説明します。 

１２番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は１５ページに示しています。四角で

囲んだところでございます。 

  ８月１３日に確認いたしましたところ、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、非農地と判断しても特段に影響がないと見込まれます。 

  農地でなくなった時期は、昭和５０年頃からで、地元自治会長、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。 

  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１２番は、証明書を交付すべきものと決定いたします。 

  復席をお願いいたします。 

（該当委員復席） 

○議長 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します。 

○委員 １３番を、○番○○が説明します。 

  １３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。 

８月１１日に確認したところ、現地は住居への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、農地でなくなったのは、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。 

なお、申請地は平成３０年１２月に、農振除外地となった土地です。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○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、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

についてを議題といたします。 

  事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第５号、番号１番朗読。 

○委員 番号１番を、○番○○が説明いたします。 

  丹波市より、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、別段の面積設定の依

頼を受けたため、平成２８年１２月２１日付空き家に附随して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り扱いについてと照らし合わせながら、現地調査を８月１２

日に行いました。図面は、４６ページに示しております。 

結果、農業振興地域の農用地区域外であること、空き家に隣接していること、現在何ら耕作

がされていないが、現況が復旧困難な農地でないこと等を確認しております。また、境界もは

っきりとされております。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 青垣地域委員会からの確認報告が終わりました。 
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  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 意見がないようですので、採決をとります。 

  議案第５号の番号１番、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、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、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、新たに別段の面積を定めることといたします。 

 

～ 議案第６号 ～ 

 

○議長 続きまして、議案第６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６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 ８月１３日の地域委員会において、１番から４番までを確認しましたが、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ますので、決定することに特に意見はありません。 

○議長 柏原地域委員会からの確認報告が終わりました。 

柏原地域における農用地利用集積計画の決定について、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、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、異議がないと回答することといたします。 

  続きまして、氷上地域につきましては、農業委員会等の法律第３１条に該当する方がいらっ

しゃいますので、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します。 

○委員 ８月１０日の地域委員会において、５番から２３番までを確認しましたが、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など、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 ただいま氷上地域委員会からの確認報告が終わりました。 

氷上地域における農用地利用集積計画の決定について、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 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
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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 続きまして、青垣地域委員会から順次報告をお願いいたします。 

○委員 ８月１２日の青垣地域委員会で、２４番から３２番まで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ございませ

ん。 

○議長 春日地域委員会からお願いします。 

○委員 番号３３番から５４番まで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など、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。 

○議長 山南地域委員会からお願いします。 

○委員 ５５番から６２番まで、８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 市島地域委員会からお願いします 

○委員 ８月１１日の地域委員会において、６３番から８９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、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、市島地域につきまして、報告をいただきましたが、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。 

  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、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 それでは続きまして、報告第１号、農地の一時利用届出について、事務局説明をお願い

します。 

○事務局 報告第１号、２番～３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、補足することはございますか。 

〇委員 ありません。 

○議長 質問、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 ございませんか。 

  意見等がないようですので、報告第１号、農地の一時利用の届出について、２番、３番とも

に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、事務局よりお願いいたします。 

○事務局 報告第２号、１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補足することはございませんか。 

〇委員 始末書ですが、今回３条申請に関連して提出されております。読み上げます。 

  「上記の農地について、農地法第３条許可申請を行っていますが、現地には譲渡人が過去に

当該農地への進入路を設置されております。今回、私、譲受人が取得し利用するに当たり、道

路への泥の飛散防止の目的として、進入路に砕石を敷きました。既に進入路を設置されており、

砕石を敷くことについては、農地法の手続が不要であると認識しておりました。今後このよう

なことのないよう十分注意いたしますので、今回の届出について、受理くださいますよう、お

願いいたします。」 

  という始末書がついております。 

〇議長 補足説明が終わりました。質問等はございませんか。 

○委員 ちょっとすいません。 

  これ進入路ですよね。前からあったとこで砕石敷くとかいうのは、それ形状変更になるんで

すか。 

〇事務局 事務局でございます。 

  形状変更につきましては、いわゆる農地転用の対象とならない案件、３，０００平米以内の

ものであって、また期間が３ヶ月以内のものである。重機等を利用して、農地を農地として利

用しやすくする場合、転用ではないんですよという確認も含めて、届を出していただいとった

経過がございました。そうした中で、畦をちょっとだけいらうとか、進入路を新たにつけると

いう、いわゆる重機を利用しての場合は、事務局としては、基本的には届を提出してください

ねということは、お話をさせていただいております。 

  最終的には地元の委員さんが「それでいいよ」ということであれば、そこで留めていただい

た経過がこれまでありました。 

  今回は念のためということで、地元の委員さんの判断で、こうやって届出をしていただいた

経過になってございます。 

  以上でございます。 

〇議長 よろしいですか。 

今、報告いただいたように、これから秋過ぎたら、ちょっと畦を直そうとか、いろんなもの

が出てこようかと思うんですけど、判断に迷うことがございましたら事務局と相談していただ

きながら、進めていただくのが良いかと思います。 

  ほか、意見、質問等ございませんか。 

  意見等がないようですので、報告第２号、農地の形状変更届について、御承知おきください。 
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～ 報告第３号 １番～２番 ～ 

 

○議長 続きまして、報告第３号、農地法施行規則該当転用届につきまして、事務局よりお願い

いたします。 

○事務局 報告第３号、１番～２番、朗読。 

〇議長 事務局の説明が終わりました。 

各地域委員会から、補足説明をお願いします。 

〇委員 １番ですけども、始末書が添付されておりますので、朗読をさせていただきます。 

  「今回の上記における２アール未満の届出については、亡き父が昭和５５年頃に、農業用倉

庫への進入路として、造成したものです。今後のこのようなことのないよう十分注意しますの

で、今回の届出の件、承認いただきますようお願いいたします。」ということで、始末書が出

ております。 

現在は、進入路が市道から入るような状況になっておるんですけども、当時はそこに農道が

ございまして、農道から倉庫のほうに農機具を出し入れしたりというようなことで、地域の方

はおっしゃっておられました。 

〇議長 ２番について、補足説明はありませんか。 

〇委員 ２番につきまして、○番の○○が説明します。 

  この申請人さんが農地法の手続きを行わずに畑に倉庫を建築されたものであります。始末書

が添付されております。 

〇議長 説明がありました１番、２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、報告第３号、農地法施行規則該当転用届について、御承知

おきください。 

 

～ 報告第４号 ～ 

 

〇議長 続きまして、報告第４号、公共工事の届出について、事務局説明をお願いいたします。 

○事務局 報告第４号、朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

市島地域委員会、補足説明はありますか。 

○委員 先日８月２３日に農地パトロールを行いまして、現地を視察いたしました。図面５９ペ

ージの白毫寺の２件でございますけれども、現在は工事に入るための準備中でございました。 

  ５８ページの戸坂ついては、工事をされる予定が先のようで、全然手付かずの状況でござい

ました。 

以上でございます。 

○議長 ありがとうございます。補足説明が終わりました。 

質問、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、報告第４号、公共工事の届出について、御承知おきくださ
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い。 

議案につきましては、これで終わりましたので、ここで議長を交代いたします。 

〇議長 農地パトロールの結果につきましては、まだ、明日にパトロールを実施される地域もご

ざいますので、来月の総会にでも、ご報告いただけたらと思います。よろしくお願いします。 

事務局、何かありますか。 

○事務局 事務局でございます。本日、定例総会終了後に農業施策検討委員会をこの会場におき

まして開催させていただきます。該当の委員さんは、お疲れのところ大変申し訳ございません

が、よろしくお願いいたします。 

  もう一点、お手元の副本につきましては、机上に置いていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

〇議長 よろしいですか。 

 それでは、本日も長時間にわたりまして、ありがとうございました。 
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