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令和２年度 第６回定例総会議事録 

  

１．日 時  令和２年９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 （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 

   

○事務局（３名） 

 

４．議事 

  議案第 １ 号 農地法第３条の規定による許可申請承認について 

  議案第 ２ 号 農地法第５条の規定による許可申請承認について 

  議案第 ３ 号 非農地証明願承認について 

  議案第 ４ 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．開会 

○議長 農業委員会第６回定例総会を開催いたします。 

  初めに、本会議の開会の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。 

事務局から、会議の開催について、報告をお願いします。 

〇事務局 失礼します。本日、２２番の杉山重利委員については遅刻の連絡をいただいています。 

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、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。 

併せまして、議案書について１点訂正をお願いしたいと思います。議案書２０ページをお開

きください。農地法第５条の規定による申請承認の案件でございますが、うち５番の市島町の

案件につきまして、備考欄に「疎明書添付」の追記をお願いします。大変申し訳ございません

でした。 

お手元の農業委員会実務必携テキストの１番４ページを開いていただきましたら、そこに農

地法第４・５条許可申請書添付書類等の説明が記載されております。 

その四角い表の上から６段目、添付書類には同意書が必要で、特別な事情で同意書が取れな

い場合は、説明を行った日時・説明内容及び同意が取れない理由を記載した疎明書添付とござ

います。以上でございます。 

 

３．議事録署名委員の指名 

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

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３番芦田義彦委員、５番金子隆司委員、両委員、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、署名をお願いいたします。 

 

４．議事 

 

～ 議案第１号 所有権移転 １番～１４番 ～ 

～ 報告第３号 ２番 ～ 

 

○議長 日程４番、議事に入ります。 

  その前に、前回もありましたが、携帯電話等をマナーモードにしていただくように、お願い

したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

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～２番朗読。 
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○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、議席番号○番○○が説明いたします。 

番号１番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、６、７ページ

に地図をつけております。 

地域委員会としては、農地法第３条第２項の各号、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。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

○委員 番号２番を、○番○○が説明します。 

  ２番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、８ページに地図を

つけております。 

  申請地は、申請者の自宅のすぐ近くで、野菜の栽培をされていました。 

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。 

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、質問、意見等はございませんか。 

○委員 残地の数は。 

○事務局 失礼いたします。事務局でございます。 

  １番の案件についての譲渡人の残地は２筆です。 

○委員 残地の２筆は利用権の設定とかされているのでしょうか。 

○事務局 失礼します。農地台帳を見ると、利用権の設定等はなされておりません。 

○議長 番号１番について、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。 

  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。 

 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、３番～５番朗読。 

○議長 事務局から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。 
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○委員 番号３番を、○番○○が説明します。 

  ３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す。図

面は９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、この案件には、誓約書が添付されています。譲受人の所有地の中に、進入路となって

いる農地、農業用倉庫が建築されている農地があるため、１２月に非農地証明を提出するとい

うことです。 

 御審議のほど、よろしくお願いします。 

○委員 番号４番を、○番○○が説明いたします。 

  ４番は売買により農地を取得し、経営規模を拡大したいというもので、図面は１０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、よろしくお願いします。 

  続きまして、番号５番を、○番○○が説明いたします。 

  ５番の申請人は、兄弟の関係であります。譲受人は、実の兄から農地を譲り受けるというも

ので、経営規模の拡大をしたいというものでございます。図面は１０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。   

  また、申請地につきましては、譲渡人がイチジク、柿などを植えており、譲受人が引き続き

栽培管理をするそうです。 

  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、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。 

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。 

番号５番について、質問、意見等はございませんか。 



 - 5 - 

 （「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。 

次に、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１号、６番朗読。 

○議長 事務局から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６番を、○番○○が説明をいたします。 

  備考欄に書いてありますように、別段面積設定農地でございまして、先月住まいるバンクの

調査いうことで市から依頼がありまして、今月に３条が出ておりますので御説明します。 

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

しております。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

なお、この譲渡人の方は、農地が４筆残っております。 

譲受人は農機具等が何もないので、耕運機を１台購入予定となっておりますので、報告をし

ておきます。 

○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６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。 

  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、７番～９番、報告第３号、２番朗読。 

○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 番号７番につきまして、○番○○が説明いたします。 

  この土地につきましては、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ご

ざいます。図面は１２ページの示しております。 

  それと、この誓約書については、譲受人の所有地の中に５０年以上前から雑種地となってい

る農地がございまして、それにつきまして、公図訂正を行っております。その後、非農地証明

願を提出することになっております。 

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。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員 ８番を○番○○が説明いたします。 

  ８番は住宅に隣接する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１３ページにあります。 

  譲受人は、約１０年前に当地へ移住され、今回の譲渡人から住宅などを購入され、飲食店を

経営する傍ら、主にそばの栽培を市島地域で行っておられます。今回、住宅に隣接する農地も

購入され、経営を拡大したいというものです。 

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

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

ります。 

譲渡人の農地につきまして、６筆ほど残っておりますが、全て管理できないので譲渡したい

という意向を聞いております。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

なお、関連する５７ページの農地法施行規則該当転用届の２番について説明いたします。 

地域委員会で確認したところ、今回の申請農地に、譲渡人が使用していた稲木小屋など、農

業用倉庫の一部が含まれていることが分かりました。その後も、譲受人が農業用として利用し

ているということで、以上の内容の経過書を添付の上、２アール未満の届出をされております。

併せてよろしくお願いいたします。 

〇委員 続きまして、番号９番を、○番○○が説明いたします。 

  ９番は、農地を売買によって取得し、新規就農したいというものです。地図は１４ページに

示しております。 

  本件に関して、１４ページを御覧いただきますと、現在、○○に住まれている方が隣接にあ

ります古家を同時に購入して、そこをリフォームし、居住し、新規に就農したいという案件で

ございます。新規案件のため、申請代理人に対して、耕作意思の確認を改めてするように申し

あげたところ、確実に耕作するとの確認をとりました。 

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、譲渡人には２筆ほど、残地があります。 

  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。 

番号８番並びに５７ページの２番の案件につきまして、質問、意見等はございませんか。 

 （「意見なし」と呼ぶ者あり） 
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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。 

並びに、５７ページの２番、農地法施行規則該当転用届については、御承知おきください。 

番号９番について、質問、意見等はございませんか。 

○委員 ９番ですけども、４筆ございまして、譲渡人が４人ということですね。これらの関係を

お尋ねしたい。 

○議長 春日地域委員会お願いします。 

〇委員 これは共同相続人です。現地には住んでおらず、不在地主となっております。現地は今、

荒れた状態になっています。 

○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。 

○委員 ちょっとすいません。農機具はいずれ購入されるんですか。 

〇委員 それについても代理人を通しまして、改めて確認いたしました。農機具が一部残ってい

るようなんですが、新たに小型の耕運機、草刈機を購入するとお伺いしております。 

○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。 

次に、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、１０番、１１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 番号１０番を、○番○○が説明します。 

  １０番は、農地を売買により、持分の２分の１を取得し、権利を集約したいというもので、

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

しています。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員 続きまして、番号１１番を○番○○が説明いたします。 

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

しております。 
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誓約書につきましては、以前、農業用倉庫を無断で作られたということです。この件に関し

ましては、１２月に農地法施行規則該当転用届を提出しますということです。 

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１０番について、質問、意見等はございませんか。 

○委員 これは共有持分２分の１の移転っていうことなんですけども、後の２分の１は今回の申

請人がお持ちなのかと、原因は売買されるのか、教えていただけますか。 

○議長 はい、お願いします。 

○事務局 失礼します。事務局でございます。 

  所有権でございますが、２分の１は譲渡人、残りの２分の１については、譲受人の父が保有

していますが、既にお亡くなりになられているという状況でございます。 

  これに関しまして、遺産分割協議書を提出されておりまして、譲受人が、その２分の１を相

続するということを確認しております。 

  今回、譲渡人の分も、譲受人が取得をして、単独所有とするための申請であります。 

○委員 売買ですか。 

○事務局 譲渡人との譲受人は、全くの別世帯でございますので、原因は売買です。 

○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。 

番号１１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。 

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、１２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 番号１２番、１３番を、議席番号○番○○が説明いたします。 

  １２番、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、図面は

１７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。 

なお、これで、譲渡人の農地はなくなります。 
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御審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇委員 １４番を○番○○が説明します。 

  １４番は、譲渡人の宅地や農地等、全てを売買により取得し、新規就農したいというもので

す。譲受人は、現在、地元の農家で研修されておりまして、家が古いため、リフォームが終わ

り次第こちらの方に移り住むということです。 

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。 

これで譲渡人の農地はなくなります。 

○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１２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。 

番号１３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。 

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。 

 

～ 議案第２号 所有権移転 １番～１４番 ～ 

～ 議案第２号 使用貸借権設定 １番 ～ 

～ 議案第２号 地上権設定 １番 ～ 

 

○議長 続きまして、議案第２号、農地法第５条の規定による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２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。 
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  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２３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３，１２５平米、宅地の面積が２，５８０平米で、街区

の総面積に占める宅地面積の割合が、８２．５パーセントで、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おります。 

事業計画変更理由書は、１９年前に譲渡人が自宅を建設する目的で、転用許可を取り、造成

まではしたものの、そこで建設を断念。今回分筆をして、譲受人が住宅を建設することになっ

たという変更内容の説明書です。 

ちなみに、残りの部分については、買受人を探していると聞いております。 

  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、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、事務局説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第２号、２番、３番朗読。 

○議長 事務局からの説明が終わりました。 

氷上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、番号○番○○が説明します。 

２番は、売買により農地を取得し、露天資材置場として使用するための申請です。図面は２

４ページに示しております。 

申請地の農地区分は、○○（市役所）から３００メートル以内に存在するため、第３種農地

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項各号に該当せず、いずれも

申請内容に問題がないと確認をしております。 

なお、○番○については、資材置場の周囲にフェンスがあれば安全ではないかと、地域委員

会でも意見が出ましたので、申請代理人その旨を伝えております。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

○委員 番号３番を、○番○○が説明いたします。 

３番は、売買により貸露天資材置場、作業場として利用するための申請です。図面は２５ペ

ージ、２６ページに示しております。 
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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パーセントを超えるため、第３

種農地と判断されると考えられます。街区の面積が１万５，６６３平米、宅地の面積が９，４

４２平米、宅地の割合は６０．２パーセントになっております。 

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。 

２６ページを御覧いただきましたら、隣接地から申請地への進入については間に里道、水路

があります。現在は廃線となっております。市へ用途廃止申請をしているところでございます。 

また、申請者と借受人との、土地の賃貸借契約も交わされております。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 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。  

○委員 おおむね御説明は分かったんですが、買主が、買主の子会社に貸すための資材置場を新

設するということでよろしいですね。 

○委員 はい、そのとおりです。 

○議長 よろしいですか。ほかに質問、意見、補足説明等があれば。 

○委員 この資材置場の上側に里道があるわけでございますが、この里道につきましては、○番

○に畑がございまして、そこへの進入路は残しておくべきということで、白線の部分について

は、残す計画となっております。 

また、左側に「河川」って書いてありますが、堤防に隣接していますので、周辺をU字溝で

囲い、雨水については一番下の神社のほうに排水するという計画になっています。 

○議長 ほかに意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号３番について、許可相当と意見を付して、進達することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号３番は、許可相当と意見を付して、進達すべきものと決

定いたします。 

 続きまして、春日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２号、４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 ４番を○番○○が説明いたします。 

４番は、売買により農地を取得し、事務所、露天駐車場として利用するための申請です。図
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面は２７ページ、２８ページにあります。 

申請地の農地区分は、○○（インターチェンジ）から３００メートル以内に位置するため、

第３種農地と判断されます。 

申請人は、今回の申請地の隣に、図面を見てもらったら分かるんですが、４月に事業用地を

取得され、既に造成を完了し、事業を行っております。さらに今回の申請地に、本社事務所を

建築、従業員など２７台分の露天駐車場を確保したいというもので、それが次の２８ページに

詳細をつけております。 

ちなみに、従業員２２名分、車のリストなども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。 

特に申請地の奥の農地につきましても、隣の事業所に車が通る進入路があり、水路も確保さ

れていることを確認しております。 

また、転用面積は必要最小限であり、雨水排水についても、前回東側に増設された排水溝に

接続されているということで、代替地等の検討表、資金証明を添付されております。 

進入路につきましては、信号があるため、交通事情も考慮し、直接乗り入れは行わず、既に

使用している事業用地から進入されます。 

各種開発の許可については、併せて進めていただいているところです。 

さらに建物を建てられるのに伴い、遺跡の調査についてもする予定ということです。 

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

題ないことを確認しております。 

なお、始末書につきましては、譲渡人が以前から農地の一部を造成して、ビニールハウスを

設置し、その後は、駐車場として隣接の事業所に貸していたということで、深く反省し、今後

このようなことを行いませんという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。 

○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、５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 ５番を○番○○が説明します。 

５番は、売買により、太陽光発電設備として利用するための申請です。図面は２９ページに

示しています。 

申請地の農地区分は、おおむね３００メートル以内に○○（鉄道の駅）がありますので、第

３種農地であると考えます。 
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こちらの案件は、疎明書が添付されております。 

隣接の農地の１筆につきまして、所有者が死亡されており、現在農作業がされておりません。

御自宅に５回ほど訪問されましたが不在であり、自治会や農会なども連絡先を把握されていな

い状況です。 

その後、○○市に息子さんがいらっしゃることが分かり、手紙を送られましたが、返事がな

く、隣接農地関係者と連絡が取れないと疎明書が添付されております。 

その他の隣接所有者、地元等の同意は取られており、周辺農地の営農への支障はないものと

思われます。 

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

も申請内容に問題がないことを確認しています。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

続きまして、番号６番、７番を、○番○○が説明します。 

番号６番、７番は、売買により太陽光発電設備として利用するための申請です。図面は２９

ページに示しています。 

申請地の農地区分は、申請農地からおおむね３００メートル以内に○○（鉄道の駅）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、よろしくお願いします。 

続きまして、番号８番を、○番○○が説明します。 

番号８番は、売買により、分筆された農地を、給排水引き込みと、一般住宅を建築するため

の申請です。図面は３０ページ、３１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の面積の割合が４０パーセントを超えており、

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項各号には該当せず、いずれ

も申請内容に問題がないことを確認しています。 

なお、農地への進入路については、無償通行の覚書を交わされております。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

番号９番、１０番を、○番○○が説明します。 

番号９番、１０番は、売買により太陽光発電設備として利用するための申請です。図面は３

２ページに示しています。 

申請地の農地区分は、第１種農地、第２種農地、及び第３種農地のいずれの要件にも該当し

ない農地であり、その他の第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。 

番号１１番、１２番を、○番○○が説明します。 
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番号１１番、１２番は、売買により太陽光発電設備として利用するための申請です。図面は

３２ページに示しています。 

申請地の農地区分は、第１種農地、第２種農地、及び第３種農地のいずれの要件にも該当し

ない農地であり、その他の第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。 

進入路については、隣接の事業者と、○番の土地を通行することの同意書が交わされていま

す。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

○委員 １３、１４番を、○番○○が説明します。 

１３番、１４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ための申請です。

地図は３３ページです。 

農地区分は、土地改良の入っていない中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となって

いない小集団の生産性の低い農地に該当するため、第２種農地と判断いたしました。 

また、代替地の検討、資金計画、地元自治会等の転用の同意書が添えられております。 

転用に伴う被害防除として、雨水対策については、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が

ないことを確認しています。 

なお、太陽光設備は、パネル数が２８８枚、出力が８０．６キロワットとなっています。 

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。 

 今説明をいただきましたように、備考欄で○が書いてあるところで、書いてないところがあ

ります。審議の方法として、５番は単独、６番、７番につきましては併議、それから９番、１

０番につきましても併議、１１番、１２番につきましても併議、そして１３番、１４番につき

ましても併議という形で、進めさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

では、５番につきまして、質問、意見等はございませんか。 

○委員 疎明書が提出されていますが、地元にはどのような確認を取られましたか。 

○委員 すいません、もう一度お願いします。 

○委員 疎明書の提出があると思うんですけど、それに対して地元に確認はどうされましたか。 

○議長 市島地域委員会お願いします。 

○委員 最初、地域委員会のときには、疎明書が出てなかったんです。それで、調べていくうち

に、今説明されたように死亡されたりしていたので、業者から疎明書が出てきたんです。 

○委員 内容の確認は取られていないのでしょうか。 

○議長 すいません。今、事務局と確認をとっておりますので、暫時休憩したいと思います。 

  その時計で、ちょうど５０分再開で休憩したいと思いますので、よろしくお願いします。休

憩に入ります。 

 

（休  憩） 
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（再  開） 

 

○議長 それでは再開いたします。 

  議案第２号、２０ページの５番、市島町の案件で、疎明書についての取り扱いについての質

問がありました。 

○委員 すいません。時間かかって、申し訳ありません。 

家にも行ったんですが、もう誰も住んでおられない状態で、住んでおられるかどうかの確認

も取れずに、地域委員会の後で、後日、疎明書の提出をお願いした状態です。 

また、疎明書の内容は、間違いないことを確認しております。 

○委員 ちょっと意地悪な質問です。この疎明書が地域委員会が終わってから出たとお聞きした

んですが、地域委員会が終わってから出たとは、具体的にどういう経緯ですか。 

○委員 これ見たら、端っこのほうに亡くなられたと書いてあったわけです。それを私が確認不

足で見落としておったんです。初めてのことで分からない所もありました。 

○委員 もうそれで済んでしもたら仕方がないんですけどね、今後、疎明書が出てきたら自分だ

けものにしないで、失礼な言い方で恐縮なんですけど、ここには先輩方がおられますので、相

談をすぐにされたらいかがですか。 

○委員 はい、分かりました。 

○議長 疎明書の取り扱いについて、お話があったと思うんですが、疎明書が出てきた段階で、

その内容につきまして、農業委員が疎明書の内容を確認するということが必要になりますので、

そのあたりの確認ができておれば、その対応について確認取ったという報告をいただけるのか

なと思いますので、今後そのような形で報告いただいたらいいかなと思います。 

  ほか、質問、意見等ございませんか。 

○委員 今回申請がされている業者の中に、氷上地域内に太陽光パネル設置後、管理が出来てお

らず、雑草が繁茂している所があったんです。７月の地域委員会の段階では草刈等していない

状態でしたが、８月のパトロールの時は草刈がされており、よかったんですけども、こういっ

たパネル設置後の管理については、適切にしていただけないかと思っています。市内全域にお

きまして、こういう管理の出来ていないような所については、お互いに連絡を取り合うような

仕組みを運営委員会の方で進めてもらえないかと思います。よろしくお願いします。 

○委員 このことについては、地域との協定書の中で管理をどうするかなど、明記していただい

ておれば問題ないと考えています。今回、協定書はどうでしょうか。 

○議長 協定書の中で、雑草についての被害防除の内容はどのようになっていますか。 

○事務局 もう大前提、４条５条の転用の案件につきましては、転用することで、周辺に悪影響

を与えない。悪影響があった場合については、責任もって対応しますっていう誓約書を基本と

して、全案件添付いただいています。 

○議長 今の質問の内容につきまして、確認をしていただいて、お答えいただけますか。 

それでは市島地域委員会から補足説明をお願いします。 

○委員 農地を転用するための権利移動設定についての誓約書を読み上げます。 

１．転用目的、太陽光発電施設設置以外には使用しない。 

２．許可の日から１２ヶ月以内に着工する。 

３．許可後、転売等信義に反する行為はしない。 
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４．転用する事業が用水を取水、又は排水する場合は、農業及び公衆衛生上被害がないよう

に努める。 

５．転用に伴い、土砂の流出、たい積、崩壊、粉じん、鉱煙等の発生がないよう被害防除を

行う。 

 以上です。 

○委員 管理についての協定書はどのようになっていますか。施工後の管理について、協定書等

でしっかりと明記したものが必要だと思います。 

○議長 今、誓約書にプラスして管理責任を明確にし、その内容のものがついているといいとい

うことを、言われたと思うんですが。それは今後、追記をするというような内容のことを考え

ていくということで、よろしいでしょうか。 

○委員 はい、結構です。 

○議長 今回の５番の案件につきまして、そのほか質問ありませんか。 

○委員 ６番、７番は併議ですね。５番だけなぜ単独になったんですか。それを御説明いただけ

ますか。 

○議長 市島地域委員会お願いします。 

○委員 ５番と６番、７番の申請と２つ出てきたんです。 

○委員 今回お聞きしているのは、なぜ、６番、７番は一体開発として申請が出てきて、５番だ

け単独で申請が出てきたのかというところです。 

○委員 失礼します。太陽光発電設備の規模自体の話が出てきたので、少し意見があるのですが、

市の開発指導要綱の適用範囲は太陽光発電設備であれば１，０００平米ですね。市の開発の担

当者と前に話をしたんですが、例えば、Ａ、Ｂ、Ａそれぞれ開発をして、完了報告をしてしま

えば、ＡＢが一体化になったとしても、基本的には新たな開発とはみなさないそうです。では、

どこで別ものなのかと判断するのかお聞きすると、まず買受人が違うんだというところと、コ

ンデンサーが違う、周りをフェンスで囲っている。この３つだそうです。 

これからもこういった申請が出てくると思うんですけども、将来的に、一団の土地になって

しまうような可能性がある場合を、今の市の開発では止めようがないそうです。それで、農業

委員会として、市の方に何か要望をしていただければと思います。以上です。 

○委員 要望ついては以前からずっとしており、古倉前会長の時に市議会と話をしております。

条例にはならずに、要綱になりました。 

○委員 １,０００平米の申請は何キロワットとなりますか。 

○事務局 すいません。事務局でございます。それぞれに３８．５キロワットで申請がされてい

ることを確認しております。 

  開発申請の方は、６番、７番で一本として出ていて、５番は開発に該当しません。太陽光発

電設備であれば、開発面積が１，０００平米を超えている場合に申請が必要になります。今回

のように横並びであっても、太陽光発電設備を別々でされる場合もあります。それが別々で申

請しながら、結局出口を一本にして出している。これは同時開発だとみなされ、経産省の方か

ら指導が入るか思います。以上です。 

○委員 ５番と６番、７番は一団の土地だと思うんですけど、別々の申請の認識でよろしいでし

ょうか。 

○事務局 そうですね。完全に別々でございます。 
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○議長 今のところ、５番は５番。それから６番、７番が併議で、御理解いただいたかと思いま

す。今言われたように、周りを囲むとかコンデンサーの位置とか、そういうものについては、

書類で確認ができると思います。 

○委員 ○番○○です。 

  先ほど、今回の申請業者の中に、氷上地域内の太陽光発電設備設置後の管理のことについて、

○○委員の方から意見があったと思うんですが、そうですね。 

○委員 はい。 

○委員 どの業者が管理不足になっているのかを、情報共有されておれば、申請が出てきた時に、

まず管理を適正にしてから申請書を出してくれ、と言えるのですが、その情報共有が出来てい

ないので、今回、そのことが申請者に伝えられないことに繋がっている。この意見は結構重要

なことだと思います。 

そういう情報共有を、どういう形でするのがよいのか。また検討して、きっちり情報共有で

きるようにして、そういう業者については、次の申請が出てきた時には、しっかりと伝える体

制というのを作った方がいいと思います。 

以上です。 

○議長 ありがとうございます。 

従前から、施工業者がどこまでやって、市内でどんな申請して、それがどれだけ管理をして

いるかということを基準に、次の申請を受け付けるということは、共有をしてきたと存じてお

るわけですが、今の○○委員からのお話のように、管理について、再度それについても確認を

しながら、次の開発を考えていくことについては、当然必要であろうと思いますので、具体的

なことにつきましては、次回の運営委員会で話をさせていただくということで、よろしいでし

ょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 早速そのような形で、進めていきたいと思います。 

そのほか、今、５番の案件につきまして、議論いただいておるわけですが、そのほかに質問、

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。 

  番号６番、７番は併議となっております。先ほどからも議論がここにも入っておりますが、

番号６番、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６番、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６番、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。 
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  番号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 番号９番、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） 

○委員 これ、議論の後で申し訳ないんですけど、どう見ても一体開発のように見えるんですけ

ども、その辺の判断はどうしたらいいんですか。 

○事務局 すいません。事務局でございます。 

  事務局の方でも配置図の確認をさせていただいておりまして、フェンスによって遮断をされ

とることを確認しております。 

  さらには、今回この９番、１０番の事業者さんと、１１番、１２番の事業者さんが完全別法

人ですから、これは全くの別の方が隣同士でやっていると、そういうイメージで判断していた

だければなと思います。 

○委員 その判断は事務局の判断であって、一般常識的な判断では考えられないです。何でもか

んでも分断したらいいというような、書類上で別法人の申請となっていても、これは誰が見て

も一体開発に見えると思います。 

○議長 では、９番、１０番と１１番、１２番でフェンスが別れているのか、１筆ずつフェンス

で別れているのか、お答えいただけますでしょうか。 

○委員 ９番、１０番と１１番、１２番でフェンスは別れています。 

○委員 すいません。９番、１０番はもう開発指導申請が出ているんですね。 

○事務局 はい、出ています。 

○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。 

○委員 今、法人が違うということで、別々の申請であると分かったのですが、例えば我々とし

て判断できるとしたら、資金証明がどこから出ているのでしょうか。それぞれ別のところから

資金証明が出ているんですか。 

○議長 事前に確認いただいているとは思いますが、報告をお願いします。 

○委員 どちらもあります。全然違うところから出ています。 

○委員 分かりました。 

○議長 番号９番、１０番について、まず審議したいと思いますが、９番、１０番について、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） 

○委員 すいません。ここでも同じことですが、後の管理責任について、再度お聞きしたいと思

います。きちっと草刈などの対応をしますというものは誓約書の中に入っていますか。 

○議長 市島地域委員会お願いします。 

○委員 「農業及び公衆衛生上被害がないように努める」というのが書いてあります。 

○議長 よろしいですか。 

○委員 これは農業委員会と関係ないんですけど、自治会との協定書はないんですか。 

○議長 今のところ協定書はないですが、自治会長等の同意の判子はあるでしょうから、それで
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一応確認しているということだと思うんですが。よろしいですか。 

ほかに質問、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９番、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９番、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、１２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１１番、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１１番、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、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１３番、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１３番、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、３４ページ、農地法第５条の規定による農地等の使用貸借権設定許可申請承認

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、使用貸借権設定１番、朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  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 失礼します。番号１番を○番○○が説明します。 

  １番は、農地を親子間で使用貸借権設定し、一般住宅及び露天駐車場を建設するための申請

です。図面は３５ページに示しています。 

  申請地の農地区分は、土地改良事業を行っている農地であることから、第１種農地と判断さ

れると考えますが、転用目的が集落に接続して設置される、日常生活上等必要な施設のため、

第１種農地の不許可例外事由に該当すると考えます。 

  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項各号に該当はせず、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 氷上地域委員会からの確認報告が終わりました。 
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  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、３６ページの地上権設定許可申請承認につきまして、事務局説明をお願いしま

す。 

○事務局 議案第２号、地上権設定１番、朗読。 

○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 番号１番につきまして、○番○○が説明いたします。 

  地域委員会で色々と審議しました。これにつきまして、双方で協定書を結んでおられます。

地上権の設定ということでございます。期間は２０年間ということになっております。 

  また、地元の同意でございますが、地元とも協定書を結んでおられます。内容としては、隣

接地への雨水の流入防止など、後々の維持管理についてです。 

  地域委員会としても、そういうことをきちっと調査させていただいて、また地元の自治会で

も十分承諾をされておられます。 

以上のことでございますが、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、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。 

○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。 

○委員 地上権設定が２０年とおっしゃったんですが、この契約は自動継続なのか、それとも新

たに２０年契約になるのか教えていただけますか。 

○委員 双方協議において、更新可能であるということは、ちゃんと契約書の中に記載されてお

ります。 

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

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

定いたします。 

 

～ 議案第３号 １番～７番 ～ 
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○議長 続きまして、議案第３号、非農地証明願承認についてを議題といたします。 

事務局説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第３号、番号１番朗読。 

○議長 番号１番につきましては、農業委員会等に関する法律第３１条に該当する方がおられま

すので、退席をお願いします。 

（該当委員退席） 

○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 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。図面は４０ページに示しています。 

  現地については、山裾から入った所にありまして、昭和の時代は畑として作付されておりま

したが、今はもう入って行けなくなり、竹が生えていまして、畑として耕作ができなくなりま

した。 

  ９月１５日に現地を見に行ったんですけども、周囲の状況から見ても、非農地と判断しても

特段に影響ないものと思われます。 

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

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 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、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。 

  復席をお願いいたします。 

（該当委員復席） 

○議長 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いたします。 

○事務局 議案第３号、２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、地目変更のための非農地証明願です。図面は２４ページに示しております。 

９月１４日に現地確認に行ったところ、○番については、住宅が建築されておりました。○

番○は、公衆用道路となっております。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、○番は昭和２４年頃から、○番○は、昭和９

年頃からです。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。 
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○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、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。 

  次に、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３号、３番～５番朗読。 

○議長 事務局からの説明が終わりました。 

  春日地域からの確認報告をお願いいたします。 

○委員 ３番につきまして、○番○○が説明いたします。 

３番につきましては、地目変更のための非農地証明願でございます。 

９月１５日に現地を確認したところ、現況につきましては、露天資材置場になっております。

農地への復旧は困難でありますし、また周囲の状況から見ても、非農地として判断しても特段

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、地元自治会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 次に４番を○番○○が説明いたします。 

４番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は４２ページに示しています。 

  ９月１５日に現地確認いたしましたところ、木造の物入れが建っており、農地への復旧は困

難であります。 

農地でなくなった時期は昭和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。 

  続きまして、５番を○番○○が引き続いて説明いたします。 

５番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は４３ページに示しております。 

  ９月１５日に現地を確認いたしましたところ、現況は飲食店の駐車場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５３年頃からで、地元自治会と隣接者の証明もあり、平

成２１年１２月２４日付非農地証明の取り扱いについての第４に該当するため、地域委員会と

しては、証明することに問題ないと考えております。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 春日地域委員会からの確認報告が終わりました。 

ここで、杉山委員が出席されました。 

番号３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、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、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、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、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、山南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３号、６番、７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 ６番と７番を○番○○が説明させていただきます。 

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

９月１１日に確認いたしましたところ、現地は駐車場、中古の農機具の展示場になっており

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５６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ます。 

７番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は４５ページに示しています。 

９月１１日に確認しましたところ、現地は駐車場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平成元年頃からで、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６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） 



 - 24 - 

○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。 

  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。 

 

～ 議案第４号 ～ 

 

○議長 続きまして、議案第４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します。 

○事務局 議案第４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 ９月１５日に地域委員会において、１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条の第３項の各要件を

満たしていると考えられますので、決定することに特に意見はありません。 

○議長 続きまして、氷上地域委員会からの確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号２番から１１番までと、農地中間管理機構事業、これは売買等の事業でございます

が、それの１番から６番までを９月１４日の氷上地域委員会において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。 

○議長 続きまして、青垣地域委員会からの確認報告をお願いいたします。 

○委員 ９月１４日に青垣地域委員会で、１２番につきまして、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 次に、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 １３番から２０番まで、９月１５日に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 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 ２１番と２２番を、９月１１日に確認しましたが、両農地について、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 柏原、氷上、青垣、春日、山南の農用地利用集積計画並びに６ページの農地中間管理機

構の特例事業につきまして、各地域委員会からの報告がありました。全ての照会のとおり決定
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することに、異議がないと回答してよろしいでしょうか。   

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員 すいません。ちょっと補足説明だけさしていただきたいと思いますので、番号９番の方

なんですが、農業経営を今度新たにされるということで、○○という集落に、家と農地を合わ

せて購入されております。 

○議長 ほかに、補足、意見等ございませんか。 

  意見等がございませんので、全ての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、４７ページ、報告第１号、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 市島地域委員会から補足することはございますか。 

〇委員 事業実施の場所ですが、災害があった所でして、工事は１２月から入りますので、営農

には特段影響ないと思われます。 

○議長 説明が終わりました。質問等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 質問等がないようですので、報告第１号、農地の一時利用について、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、事務局説明お願いいたします。 

○事務局 報告第２号、１番～３番朗読。 

○議長 事務局から説明が終わりました。 

氷上地域委員会から説明をお願いします。 

〇委員 別にありません。 

〇委員 ちょっと質問していいですか。この２番３番、この灌水用タンクとか作業道、コンクリ

ートとか、排水管をされますね。これは農業経営にどういうふうに資するものなのか。 

○委員 それをブドウとかに使われます。 

〇委員 ブドウ。 

○委員 はい。そのための、大きい水槽を設置、高さ２メートル、直径２メートルぐらいの大き

い水槽からポンプで吸い上げ、埋設管に送水すると聞いています。 

〇委員 ブドウ栽培のための施設ですか。 

○委員 そうです。 

〇議長 ほか、１番、２番、３番につきまして、質問等はございますか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 質問等がないようですので、報告第２号の農地の形状変更届の１番、２番、３番につき

まして、御承知おきください。 



 - 26 - 

  ４番について、事務局説明をお願いいたします。 

○事務局 報告第２号、４番朗読。 

〇議長 事務局の説明が終わりました。 

  山南地域委員会から補足説明はありますか。 

○委員 特にないです。 

〇議長 質問等はございますか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 質問等がないようですので、報告第２号、農地の一時利用についての４番につきまして、

御承知おきください。 

  

～ 報告第３号 ～ 

 

○議長 続きまして、５６ページ、報告第３号、農地法施行規則該当転用届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 報告第３号、１番朗読。 

〇議長 事務局の説明が終わりました。 

氷上地域委員会から、補足することはございますか。 

○委員 ありません。 

〇議長 １番につきまして、質問等はございますか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 質問等がないようですので、報告第３号の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 報告第４号、朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

市島地域委員会から、補足することはございませんか。 

内容につきまして、質問等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 質問等がないようですので、報告第４号、公共工事の届出について、御承知おきくださ

い。 

  これで、議案第１号から報告第４号までを終了させていただきます。 

  途中、進行の不手際もありまして、少し長引いたことをお詫び申し上げますとともに、審議

の中で、今後、統一事項で反映したらどうかという意見もありましたので、来月の運営委員会

の中で、確認しながら、統一事項に反映するということを進めていきたいと思いますので、御

承知おきいただいたらと思いますので、よろしくお願いします。 

  続きまして、議長を交代いたします。 



 - 27 - 

〇議長 それでは、御苦労さんでございます。 

先月の定例総会時にお願いしていました８月の農地パトロールついて、遊休農地がどのよう

な状態であるかを、まず柏原から報告をお願いいたします。 

○委員 柏原地域の遊休農地は、令和２年が筆数は５３筆、面積が４万７，８８９平米となって

おります。そして、昨年度を見ますと、５万４，２９８平米が遊休農地だったんですけども、

増減マイナス６，４０９平米という結果になっています。それにつきましては、柏原地域の農

業委員、推進委員が遊休農地を何とか解消したいという思いで、いろいろな人に声をかけてい

ただいた成果だと思います。 

〇議長 続きまして、氷上地域お願いします。 

○委員 氷上地域としましては、ここに書いてありますように、増えております。これにつきま

しては、昨年度より日頃から推進委員さんによく確認していただいて、きっちりと遊休農地等

を拾い上げてきた結果で、逆に解消されている農地もございます。今年度は推進委員さんにお

かれましても、耕作放棄地等について再度確認をいただき、事務局においてパトロールの対象

の農地について、リストアップをしていただいております。それぞれ委員さんが一生懸命やっ

て活動していただいている結果でございます。 

  今後も頑張って遊休農地の解消に取り組んでいきたいと思います。 

〇議長 次に、青垣地域お願いします。 

○委員 青垣では、８月２６日にパトロールを実施いたしました。それで、昨年と比較しますと、

全体的に１万３，５００平米ほどの面積減少という状況になっております。 

ということで、令和２年のパトロールで確認した面積につきましては、５万４３６平米とい

うことになっております。 

特に、筆数等集中しておりますのが、遠阪地区でございまして、過疎・高齢化が進んでいく

中で、なかなか草刈りをしてもらっても、後の耕作にはつながっていかないというようなこと

もあるわけでございますけども、担当の農業委員さん、推進委員さんの御努力のおかげで、一

定の管理される面積が増えてきたという状況でございます。 

〇議長 次に春日地域お願いします。 

○委員 春日地域ですが、今年度は筆数が１２９筆増えました。各地域と比べますと、非常に筆

数はトップクラスになっております。面積的には昨年が９万３，０００平米余りあったのが、

今年度は１０万平米超えました。１０万３７２平米となり増減で言いますと、６，７４６平米

増えました。 

  原因と言いますか、ある集落の一画を、非常に広範囲に今回のパトロールでリストアップす

ることになり、多くの荒廃地が確認されたものです。その利用については、地元も非常に迷っ

ておられ、対処のしようがない。また、それらの農地が農振地と農振地外も含んでおりまして、

どうにも開発もできないし、対処のしようがないと地元も困っているというところがありまし

て、筆数が増えてきたということでございます。 

  もちろん改善された農地もありますけども、増え方が半端ではないということで、全体的に

は増えております。 

〇議長 次に、山南地域お願いします。 

○委員 ８月に農地パトロールをしました。推進委員さんや農業委員さんに協力していただいて、

改善された部分が多くあり、少し精度を上げた結果、このような結果になっております。 
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  それと、毎年、離農する人がかなり増えてきまして、去年までやっておられたのに、今年は

何も耕作されていないという田んぼがすごく増えつつあります。そこは苦労しておるところで

ございます。 

〇議長 次に、市島地域お願いします。 

○委員 御覧のとおり、余り変化なく、推移をしております。 

特に、所有者が遠方に住まわれているというのがありまして、連絡の取りようがない所があ

ります。それとまた高齢者、特に女性の高齢者の所有者等が目立っておりますので、余り変化

がない状態です。 

今後はですね、手紙を出したり、推進委員が訪問したりして、１件でも遊休農地がなくなる

ように活動を進めてまいりたいと考えております。 

〇議長 ありがとうございました。 

  今の話をお聞きしますと、それぞれ地域によって、遊休化する事情がかなり違ってきており、

そういった中でも解消されている農地があります。今後は推進委員さんにも活躍していただい

て、こういった農地をできるだけ解消できるようにお願いします。 

また、日頃から農地パトロールをしていただいて、委員さん同士で、こういう解消方法があ

りますよと言った、情報交換をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。大

変御苦労さんでございました。 

事務局から何かございませんか。 

○事務局 失礼いたします。事務局でございます。 

  ２点、報告と連絡をさせていただきたいと思います。 

  まず、１点目ですけども、本日お持ちいただいている申請書の副本は、確実に議席または事

務局まで届けていただきたいと思います。休みに入りますので、お持ち帰りいただくことがな

いようにお願いいたします。 

  ２点目です。定例総会終了後に、農業施策検討委員会の開催を予定しております。１６時３

０分開会でお願いしたいと思いますので、該当の委員さんは残っていただきますよう、お願い

します。 

  事務局からは以上でございます。 

〇議長 ほかに質問等ございませんか。 

  ないようでしたら、これで第６回定例総会を閉会いたします。大変御苦労さんでございまし

た。 
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