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令和２年度 第７回定例総会議事録 

  

１．日 時  令和２年１０月２６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 公共工事の届出について 

  報告第 ３ 号 農業経営改善計画の認定について（別冊） 

 

５．協議事項  

  協議第 １ 号 令和３年度丹波市の農業振興施策に関する意見について（別冊） 

 

６．閉会 
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１． 開会 

○議長 若干時間が早いですが、皆さんお集まりですので、ただいまから令和２年度第７回丹波

市農業委員会定例総会を開会いたします。 

  初めに、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、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。 

○議長 議案の修正はよろしいですか。 

○事務局 すみません。失礼します。議案書の差し替えをお願いしたいと思います。 

  農地法第５条の申請の中で、３７ページに図面をつけております。言葉足らずの図面となっ

ておりまして、改めて、完成形の図面をお手元のほうにお配りさせていただいております。本

日の審議につきましては、この図面を確認いただきながら御審議いただきますように、よろし

くお願いいたします。 

 

３．議事録署名委員の指名 

○議長 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規則

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６番德田委員、議席番号７番山本委員、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、署名押印をお願いいたします。 

  それから、先ほども携帯電話が鳴っておりましたので、今後の議事の進行に支障がないよう

に、もう一度マナーモード等、確認をお願いいたします。 

 

４．議事 

 

～ 議案第１号 番号１番～２０番 ～ 

～ 報告第１号 番号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、番号１番朗読。 

○議長 事務局から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○○が説明します。 

番号１番は、農地を売買により取得し、経営を安定させたいというもので、５ページに地図
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をつけています。 

  申請地は、以前から譲受人が利用権を設定して、耕作していたものです。申請地の東側は、

畦がない譲受人の所有農地で、今回の申請書と合わせて１枚の圃場となっております。 

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 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、氷上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、番号２番～９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、議席番号○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、経営規模を拡大したいというものです。図面は６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。 

○委員 番号３番を、議席番号○番○○が説明いたします。 

  番号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す。図面は７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。 

なお、申請人は市内に在住されていませんが、営農拠点は丹波市氷上町の沼貫地区にあり、

十分耕作できると判断しております。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

○委員 番号４番を、議席番号○番○○が説明します。 

  番号４番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというものです。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。 

○委員 番号５番から９番までを、議席番号○番○○が説明いたします。 

  番号５番と９番は、耕作の効率化ということで、農地の交換となっております。 

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

しております。 

なお、番号５番の譲受人は市外在住となっておりますが、御家族が市内に在住されており、

息子さんが常時従事要件としての１５０日以上を満たしているということを確認しております。

世帯単位の許可基準になりますので、許可要件を満たしていると判断しております。 

番号６番は７番と交換という形になります。耕作の効率化と伺っております。図面は１０ペ

ージを御覧ください。  

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。 

次に番号８番を説明いたします。番号８番は、経営規模の拡大ということで、申請が出てお

ります。図面は１０ページを御覧ください。 

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。 

○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。 

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。 

○委員 誓約書添付とは、非農地が出るということですか。 
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○委員 はい、そうです。すいません。申し遅れました。おっしゃるとおりです。 

○議長 今の説明でよろしいですか。 

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、番号５番について、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。 

○委員 最近、ちょこちょこ誓約書添付という案件が出てきています。その誓約書は大体非農地

と思われますが、その非農地証明願が全て出てきているとは思えません。そういうのは、各地

域の農業委員さんから注意していただいて、出してもらわないといけないと思います。 

○議長 以前からそういうのはありましたので、事務局でもチェックができるように、リストを

作っております。各地域委員会で順次チェックをしながら、次の申請等につなげて行っていた

だきたいと思います。 

  その件について、よろしいですか。 

○委員 はい。 

○議長 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。 

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。 

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。 



 - 6 - 

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、番号１０番～１２番、報告第１号、番号１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１０番を、議席番号○番○○が説明いたします。 

  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ことで、１１ぺージ

に地図をつけております。 

  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。 

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、１２番を、議席番号○番○○が説明します。 

  番号１１番、１２番は、一括で報告をさせていただきます。 

番号１１番、１２番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、図

面は１２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

確認いたしております。 

  よろしく御審議をお願いいたします。 

  なお、先ほど説明がありました５８ページを御覧になっていただきたいと思います。この農

地につきましては、大雨が降ると、山から土砂が崩れまして、被害が出ております。ここで栗

を栽培するために、０．９メートルのかさ上げをしたいということで、届が出ておりますので、

併せて審議をよろしくお願いをいたします。 

○議長 青垣地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  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 異議がないようですので、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。 

５８ページの番号１番の形状変更届について、御承知おきください。 

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。 
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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番についても許可すべきものと決定いたします。 

先ほどと同様、これにつきましても５８ページの番号１番の形状変更の届出がありましたの

で、併せて御承知おきください。 

  次に、春日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、番号１３番～１５番朗読。 

○議長 事務局からの説明が終わりました。 

まず、番号１３番について、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１３番につきまして、議席番号○番○○が説明いたします。 

  番号１３番については、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいということでござ

います。図面につきましては１３ページに示しています。 

  地域委員会としては、農地法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 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 それでは番号１４番について、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１４番につきまして、議席番号○番○○が説明いたします。 

  番号１４番につきましては、これも農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいという

ことでございます。図面につきましては、１４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 番号１４番について、確認報告が終わりました。 

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。 
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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１４番は許可すべきものと決定いたします。 

  それでは復席をお願いいたします。 

 

（該当委員復席） 

 

○議長 番号１５番について、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１５番を、議席番号○番○○が説明いたします。 

  番号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す。図面は１５

ページにあります。 

  地図を見ていただきますと、当該農地の北側に隣接する農地も、譲受人の使用予定の農地で

あり、今回の取得により、効率的に規模拡大をされるというものです。 

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。 

譲渡人の残地につきましては、１ヘクタールほどありまして、適切に管理されていることを

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。 

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１号、番号１６番～１９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１６番を、議席番号○番○○が説明をいたします。 

  番号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１６

ページに示しております。 

  地域委員会としましては、農地法第３条第２項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、譲渡人の残地が田と畑で６筆あります。親戚が適正に管理されていることも確認して

おります。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員 番号１７番、１８番を、議席番号○番○○が説明をさせていただきます。 

  番号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１７
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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。 

番号１８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。 

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

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

しております。 

それと、番号１７番の譲渡人の残地はありません。 

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１９番を、議席番号○番○○が説明いたします。 

  番号１９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。 

  なお、市内在住ではございませんが、地図を見ていただいたら１,９９７平米の下に建設会

社があります。そこが営農拠点でございます。 

  また、多可町農業委員会の耕作面積証明書も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 山南地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号１６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。 

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。 

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。 



 - 10 - 

番号１９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。 

次に、市島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、番号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 番号２０番を、議席番号○番○○が説明します。 

  番号２０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。 

  番号２０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 番号１番 ～ 

 

○議長 続きまして、２１ページから議案第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２号、番号１番朗読。 

○議長 事務局から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１番を、議席番号○番○○が説明いたします。 

  番号１番は、かさ上げにより、農地改良を目的とした一時転用の申請で、図面は２３ページ

に示しております。 

  この図面を見たら分かるように、横に池がありまして、非常にこの田んぼ自体が湿気をもっ

ており、所有者としても使いにくいということで、かさ上げをしたいという意向であります。 

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、農地に復元されることは確実であり、農地法第４条第６項各号には該当せず、いずれ
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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 市島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 備考欄に、○○が○円って書いてあるんですけども、これ１．９５メートルのかさ上げ

で、○円で出来るというのはどういうことですか。 

○委員 これは、たまたま残土がありまして、それを中に入れるということで、収支を合わせる

という形になっています。 

○議長 よろしいですか。 

  ほか、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 番号１番～１５番 ～ 

～ 議案第３号 賃貸借権 番号１番 ～ 

～ 議案第３号 使用貸借権 番号１番 ～ 

 

○議長 続いて、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３号、番号１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１番を、議席番号○番○○が説明をいたします。 

  番号１番は、売買により取得し、貸露天資材置場、貸露天駐車場として利用するための申請

です。図面は２９ページにつけております。 

  申請地の農地区分は、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で、第

２種農地と判断されると考えます。 

転用することに隣接所有者、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、貸露天資材置場、貸露天駐車場となっていますのは、申請者が代表となっている会社

に貸し付けるというもので、申請者と会社との賃貸借契約書が添付されております。 

さらに、申請農地は１，０００平米を超えますので、市に開発申請をされています。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 
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○委員 番号２番を、議席番号○番○○が説明いたします。 

  番号２番は、進入路として利用するため、売買により取得されます。図面は、３０ページに

記載しております。３０ページを御覧ください。 

  図面に加工板工業と記載されておりますが、そちらの工場に進入するための進入路でありま

す。 

  申請地の農地区分は、農業公共投資の対象となっていない小集団の農地で、第２種農地と判

断されると考えます。 

  現況地目を御覧ください。既に施工がされております。譲受人からの始末書を添付されてい

ますので、朗読します。 

  私は上記の土地を、今年１月頃に進入路として造成しました。農地法の許可なく進入路とし

て利用したことを、深く反省しております。上記農地の一部は、昭和４０年ぐらいからコンク

リートをして、駐車場として利用していたので、農地ではないと思っておりました。今後こう

いうことがないよう十分に注意いたしますので、今回の申請の件、御許可いただきますよう、

どうぞよろしくお願いいたします。 

  ということです。 

順番が逆になりましたけれども、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。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員 番号３番、４番、５番を、一括して議席番号○番○○が説明いたします。 

  番号３番から５番は、農地を売買により取得し、分譲住宅を建築するための申請です。図面

は３１ページ、３２ページに示しております。 

  申請地の農地区分については、○番○の１，３４６平米と、○番○の９５平米につきまして

は、上下水道が埋設されている道路の沿道の区域にあって、当該２筆から５００メートル以内

に○○（医療施設）、○○（教育施設）が存在するため、第３種農地と判断されます。 

  また、○番○、○番○、○番○につきましては、通常であれば駅からおおむね５００メート

ル以内にある場合に第２種農地と判断しますが、今回は５００メートル以上です。駅を中心と

する半径５００メートルの円の面積に占める宅地面積の割合が４０パーセントを大きく超えて

いますので、その割合が４０パーセントとなるまで、１キロメートルを上限として円の半径を

延長できる特例を用いて判定を行いました。 

この結果、宅地面積の割合が４０パーセントとなるまで、円の半径を延長すると、７５０メ

ートルの区域内に当該３筆が存在することから、第２種農地と判断しました。 

隣接する農地所有者、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。市の開発指導の事前協議書等も添付され

ておりまして、平家を１０戸建設する計画となっております。 

  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） 
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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。 

  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、４番、５番については、一括して審議をいたします。 

番号３番、４番、５番について、質問、意見等はございませんか。 

○委員 ちょっと今の特例いうのを、もう一回、御説明いただけますか。 

○委員 先ほどの特例のところですか。 

○委員 はい、第２種の考え方の特例いうやつを。 

○事務局 失礼いたします。事務局でございます。 

  暫時休憩をお願いします。 

○議長 では、暫時休憩をいたします。 

 

（休  憩） 

（再  開） 

 

○議長 では、再開をいたします。 

  先ほどの質問に対しては、よろしいですか。 

○委員 それで第２種農地については、代替地の検討もされております。 

○議長 よろしいですか。 

  そのほか番号３番、４番、５番の案件について、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、４番、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３番、４番、５番について、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。 

  それでは春日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、番号６番、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。 
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○委員 番号６番を、議席番号○番○○が説明いたします。 

番号６番は、一般住宅を建築するための申請です。図面は３３ページ、３４ページで建築の

配置図もつけております。 

申請地の農地区分は、街区の面積が７，７００平米、宅地の占める面積割合が８２．３パー

セントとなっておりまして、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。 

譲受人は、夫婦連名で申請されております。 

代替地の検討表、資金計画、地元自治会等の同意も添付されております。転用に伴う周辺農

地の営農への支障はないものと考えます。 

農地法第５条第２項各号には該当せず、農振地外にあり、いずれも申請内容に問題ないと判

断しております。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

続いて、番号７番を、議席番号○番○○が説明いたします。 

番号７番は、売買により取得し、露天駐車場として使用するための申請です。図面は３５ペ

ージに示しております。 

譲受人の住所は本社のある○○市となっておりますが、申請地の西、５００メートルのとこ

ろで自動車整備工場、中古車販売業を一括で営んでおります。手狭になったことから、近くで

駐車場を探しておられ、今回の申請地を取得し、利用したいというものです。 

申請地の農地区分は、○○（鉄道の駅）から５００メートル以内にあるため、第２種農地と

判断されると考えます。隣接所有者、地元等の同意も得られ、周辺農地の営農への支障はない

ものと思われます。 

また、転用面積は必要最小限であり、雨水排水についても隣接する排水路へ接続をされます。

代替地等の検討表、資金証明等も添付しております。 

図面を見ていただいたら分かるんですが、市道からの乗り入れとなりますので、市への２４

条の申請についても、協議が進められておることを確認しております。 

なお、申請地の一部が隣接する農道や農業用水路にかかっておりますが、所有権移転後も農

道・農業用水路として使用することを、自治会、農会、隣接者と確認し協定を結ばれることを

確認しております。 

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

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。 

番号７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。 

続いて、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、番号８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８番を、議席番号○番○○が説明いたします。 

  番号８番は、売買により太陽光発電設備とするための申請です。図面は１９ページに示して

います。 

  申請地の農地区分は住宅等が連たんしている地域に近接し、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。自治会の同意も取られております。協定書

はありませんが、自治会では太陽光発電設備の場合の取り決めがあり、譲受人はこれを了承し

ております。 

  また、譲受人は遠方のため、施設の除草等の管理は、譲渡人が請負われます。周辺農地の営

農への支障はないと思われます。 

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 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。 

 続いて、市島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、番号９番～１５番朗読。 

○議長 事務局からの説明が終わりました。 

番号９番から１４番までは、一括の案件になりますので、まず市島地域委員会から、番号９

番から１４番について、説明をお願いいたします。 

○委員 番号９番から１４番を、議席番号○番○○が説明いたします。 

番号９番から１４番は、売買により、露天駐車場として利用するための申請です。図面は３

６ページ、３７ページに示しております。 

３６ページ、３７ページを見ていただいたら分かりますが、斜線の土地の横に、○○駐車場

と書かれています。ここを既に駐車場として利用されており、下の図面を見ていただいたら分
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かりますが、この○○の駐車場をさらに拡大して、低温の倉庫と、それから事務所も作りたい

ということです。 

５，８９６平米になるんですけど、理由書も添付されています。読ませていただきます。 

「当社が今回の申請地を選んだ理由は、現在当社は２５台の大型トラック・ダンプを所有し

ております。航空写真のとおり、現在本社の土地は借地でもあり、事業拡大に伴い手狭になっ

たため、運送業に加え、倉庫業の新規事業拡大のために、先般取得した土地と一体として、当

社の事業の用に使用することを地元にも説明し、地元自治会長、地元の利害関係者から、農地

法５条申請開発に対する同意を得ました。当社所有地として、有効利用したいというふうに考

えておりますので、本申請に及びました。」というような理由であります。 

申請地の農地区分は、住宅等が連たん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種農地と判断しました。今申し上げましたように、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ことを確認しております。 

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 番号９番から１４番の大規模案件につきましては、事前確認を行っておりますので、隣

接する春日地域委員会から、併せて説明をお願いいたします。 

○委員 １０月２０日に、正副会長と春日地域委員長で、現地を確認いたしました。図面を見て

もらったら分かりますが、国道１７５号線沿いで、トラックや荷物などの利便性が高く、通行

の支障もなく、申請農地の周りは全て農道で囲まれており、農業には支障がないものと思われ

ます。申請内容に問題ことを報告いたします。 

○議長 市島地域、春日地域から確認報告をいただきました。 

  番号９番から１４番までにつきまして、質問、意見等はございませんか。 

○委員 洗車場があるんですけども、洗車につきましては、周辺の農地に害を及ぼすようなこと

がないように対応されるのでしょうか。 

○委員 周辺に側溝のようなものがありまして、そこへ水が流れるようになっていました。 

○議長 よろしいでしょうか。 

○委員 貯水池までは必要はないという判断がされていました。 

○議長 ほか、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 よろしいですか。では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、１１番、１２番、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９番、１０番、１１番、１２番、１３番、１４番につい

ては、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１５番について、市島地域からの確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号１５番を、議席番号○番○○が説明します。 

番号１５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。 

農地区分は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、
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第２種農地と判断いたしました。地図は３８ページです。 

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います。 

雨水は既設の水路、雑草は申請人の親が地元におられますので、草刈りをするということを

聞いております。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。 

  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、許可相当と意見を付して、進達することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

決定いたします。 

  続きまして、３９ページをお開きください。賃貸借権設定について事務局より説明をお願い

します。 

○事務局 議案第３号、賃貸借権設定、番号１番朗読。 

○議長 番号１番について、農業委員会等に関する法律第３１条に該当され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 番号１番について、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１番を、議席番号○番○○が説明いたします。 

  番号１番は、賃貸借権を設定して、露天駐車場としてと、それから進入路をその敷地内に設

置して、利用したいというものであります。図面は４０ページにあります。 

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

満のため、第２種農地と判断されます。 

  代替地の検討表、誓約書、地元自治会等の同意書も添付されております。 

  転用に伴う周辺農地の営農への支障はないものと思われます。農地法第５条第２項の各号に

は該当せず、いずれも申請内容に問題がないと判断しています。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 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。  

（「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。 
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  復席をお願いいたします。 

 

（該当委員復席） 

 

○議長 続いて、４１ページ、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しま

す。 

○事務局 議案第３号、使用貸借権設定、番号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。 

  番号１番は、譲受人は一般住宅を新築するために、親との間で使用貸借権を設定し、転用す

る申請でございます。図面は４２ページに示しているとおりでございます。 

  申請地の農地区分は、住宅地が連たんする地域に近接し、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。転用することに、隣接者、地元等の同意も

得られ、周辺農地の営農への支障はないものと思われます。 

  また、転用面積は必要最小限なものであり、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います。 

  始末書がありますので、朗読をいたします。 

  この度、子供が一般住宅を新築するために、使用貸借権を設定し、農地法第５条第１項の規

定による許可申請をいたしました。 

  当該地の道路の横ですけど、祖父の時代に駐車場として利用するため、砕石を敷設し、現在

の状態に至っております。今回農業委員会より御指導を受けました。以後このようなことがな

いよう注意し、農地法の手続を厳守いたしますので、何とぞ御高配を賜り、御許可くださいま

すようお願いを申しあげます。 

  以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長 市島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。 

  ここで休憩します。 

 

（休  憩） 

（再  開） 

 

～ 議案第４号 番号１番～１０番 ～ 
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○議長 定刻になりましたので、再開いたします。 

  ４３ページ、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。 

  番号１番は、地目変更のための非農地証明願です。地図は４６ページに示しています。 

  １０月１４日に現地を確認しました。現地は地元自治会の公民館が建っており、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。 

  地目変更が出来たときには、地縁団体である地元自治会に名義変更すると聞いています。 

  農地でなくなった時期は、昭和５０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、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。 

  次に、氷上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、番号２番～６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、議席番号○番○○が説明します。 

  番号２番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は４７ページに示しています。 

１０月１３日に現地確認したところ、現況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の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、平成１０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 番号３番を、議席番号○番○○が説明します。 

  番号３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。 

１０月１３日に現地確認したところ、現況は○番○、○番○ともに住宅が建築されておりま

す。農地への復旧は困難であり、周囲の状況から見て、非農地と判断しても特段の影響はない

と見込まれます。 
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また、農地でなくなった時期について、○番○は昭和３年頃から、○番○は、明治４１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。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

○委員 番号４番を、議席番号○番○○が説明いたします。 

  番号４番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は４９ページに掲載しております。 

１０月１３日に確認したところ、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５９年頃からで、地元自治会長、隣接者等の証明もあ

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。 

○委員 番号５番を、議席番号○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５０ページに示しております。 

１０月１３日に現地を確認しましたところ、現地は住宅・車庫・庭等になっており、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６０年頃であり、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ものと考えております。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

  続きまして、番号６番を、議席番号○番○○が説明いたします。 

  番号６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。 

１０月１３日に現地を確認したところ、現況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５４年頃であり、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。 

  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、証明書を交付することとしてよろしいですか。 
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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。 

○委員 番号５番について面積が８７５平米と大きいわけですが、図面を見る限りですが、奥に

半分ほど建物がある状態で、もう半分はどのようになっているのでしょうか。 

○議長 氷上地域委員会、お願いいたします。 

○委員 説明いたします。８７５平米ございまして、今おっしゃったように住宅と裏に倉庫等が

ございます。下の方は材料を搬入するときに使う部分でして、それも含めての申請ということ

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、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、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。 

  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４号、番号７番～８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７番を、議席番号○番○○が説明いたします。 

番号７番は、地目変更のための非農地証明願です。地図は５２ページに示しています。 

１０月１３日に現地を確認したところ、○番○は農業用倉庫、それから○番は車庫の一部と

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、非農地として判断しても特段

影響がないと見込まれます。 

農地でなくなった時期は、○番○が昭和４２年頃、○番が昭和５４年頃ということで、地元

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

４に該当するため、地域委員会としましては、証明することに問題ないと考えております。 
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御審議のほど、よろしくお願いします。 

○委員 続いて番号８番を、議席番号○番○○が説明いたします。 

番号８番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は５３ページに示しております。 

  １０月１３日に確認したところ、現地は露天資材置場となっており、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６２年頃からで、地元自治会長と近隣者の証明もあり、

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、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。 

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、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。 

  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、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  次に、春日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、番号９番～１０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９番を、議席番号○番○○が説明いたします。 

  番号９番につきましては、地目変更のための非農地証明でございます。図面は５４ページに

示しております。 

これは１０月１４日に地域委員会で現地を確認いたしました。現況としましては、物置にな

っております。 

農地への復旧が困難で、周囲の状況から見ても、非農地として判断しても特段に影響がない

と見込まれます。 

また、農地でなくなった時期は、昭和４０年頃からで、地元自治会長と隣接者の証明書もご

ざいます。平成２１年１２月２４日付非農地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１０番を、議席番号○番○○が説明いたします。 

番号１０番は、地目変更のための非農地証明願です。地図は５５ページにあります。 

１０月１４日に現地を確認したところ、現地は車庫となっておりまして、農地への復旧は困
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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ないと見込まれます。 

また、農地でなくなった時期は、昭和５９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。 

なお、当該地は、相続登記をこれからされるということであり、今回の願出をすることにつ

いて、他の相続権者から異議があった場合は、願出人が責任を持って対処するという誓約書が

添付されております。 

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、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。 

  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、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。 

 

～ 議案第５号 ～ 

 

○議長 続いて、５６ページ、議案第５号、農用地利用集積計画の決定について、別冊を御覧く

ださい。 

  では、事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第５号、朗読。 

○議長 それでは、氷上地域から確認報告をお願いいたします。 

○委員 １０月１３日の氷上地域委員会におきまして、番号１番から１０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、特に意見はありません。 

○議長 続きまして、青垣地域からの確認報告をいただきます。 

○委員 １０月１３日の青垣地域委員会で確認をさせていただきました。番号１１番から１４番

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

進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えられますので、決定することに特に意見は

ございません。 

○議長 氷上地域、青垣地域の確認報告が終わりました。 

この２地域について、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

氷上地域、青垣地域の農用地利用集積計画の決定について、全ての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、氷上、青垣地域における農用地利用集積計画の決定について、

全て照会のとおり決定することに、異議がないと回答いたします。 

続きまして、春日地域につきましては、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、退席をお願いいたします。 

 

（該当委員退席） 

 

○議長 春日地域委員会の確認報告をお願いいたします。 

○委員 １０月１４日の春日地域委員会において、番号１５番から２６番について確認いたしま

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 春日地域委員会の確認報告が終わりました。 

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。 

春日地域における農用地利用集積計画の決定について、全ての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しょうか。   

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がありませんので、春日地域における農用地利用集積計画の決定について、全ての

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、山南地域の確認報告をお願いいたします。 

○委員 １０月１２日の山南地域委員会において、番号２７番から３０番まで、確認しましたが、

全ての農地について効率的に耕作し、農作業に常時従事する等、農業経営基盤強化促進法第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、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３１番から３６番まで確認をいたしましたが、全ての農地について効率的に耕作し、

農作業に常時従事する等、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると

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。 

  番号３６番につきましては、現住所が○○市でございますけれども、市島地域に帰ってきま

して、家を購入されて、農作業に従事されるということを確認いたしております。 
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○議長 市島地域の確認報告が終わりました。 

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。 

山南地域、市島地域における農用地利用集積計画の決定について、全ての照会のとおり決定

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、山南地域、市島地域における農用地利用集積計画の決定につ

いて、全ての照会のとおり決定することに、異議がないと回答いたします。 

 

～ 報告第１号 ～ 

 

○議長 続きまして、報告事項に入りたいと思います。 

５７ページ、報告第１号、農地の形状変更届について、事務局説明をお願いします。 

○事務局 報告第１号、番号２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補足することはございませんか。 

○委員 申請人から、排水が悪いのと右側の農地からの畦畔の崩れを防ぐために、配水管を設置

すると聞いております。 

○議長 市島地域からの補足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号の番号２番、農地の形状変更届について、御承

知おきください。 

 

～ 報告第２号 ～ 

 

○議長 続いて、６０ページ、報告第２号、公共工事の届出について、事務局説明をお願いしま

す。 

○事務局 報告第２号、朗読。 

○議長 ６１ページ、６２ページ、６３ページにあたります柏原地域の案件について、柏原地域

委員会から補足することはございませんか。 

○委員 柏原地域委員会ですけれども、これは第２期の工事計画となっています。まず、第１期

工事が令和２年１１月１日から令和３年３月２２日までとなっており、第２期工事で約２，５

００立米ほどの調整池を作るということでございます。まだ、工事期間は決まっておりません。 

○議長 柏原地域委員会からの補足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、柏原地域の公共工事については、御承知おきください。 

  ６４ページの春日地域の案件について、春日地域委員会から補足説明することはございませ

んか。 

○委員 特にありません。 
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○議長 質問等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 質問等がないようですので、春日地域の公共工事について、道路拡幅ということになっ

ておりますが、御承知おきください。 

  ６６ページ、６７ページの山南地域の案件について、山南地域委員会から補足説明すること

はございませんか。 

○委員 特にありません。 

○議長 質問等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 質問等がないようですので、山南地域の公共工事について、河川改良工事ということで、

御承知おきください。 

  ６８ページ、市島地域の案件について、市島地域委員会からの補足説明することはございま

せんか。 

○委員 事業内容のとおりで、特にありません。 

○議長 質問等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 質問等がないようですので、市島地域の公共工事について、河川災害復旧工事に伴う工

事用道路ということで、御承知おきください。 

  ここで議長を交代いたします。 

 

～ 報告第３号 ～ 

 

○議長 それでは、引き続き進めてまいります。 

  報告第３号、農業経営改善計画の認定についての説明をお願いします。 

○事務局 報告第３号、番号１番～４番朗読。 

○議長 以上のとおり、４経営体が認定をされております。御承知おきください。 

 

～ 協議第１号 ～ 

 

○議長 引き続き、協議第１号、令和３年度丹波市の農業振興施策に関する意見について、事務

局説明をお願いします。 

○事務局 協議第１号、朗読。 

○議長 この件つきましては、農業施策検討委員会の委員長より、説明をいただきます。 

○委員 丹波市の農業振興施策に関する意見書の提出にあたりまして、８名の農業委員を検討委

員会の委員として、３回の会議を開催いたしました。意見書の内容について、慎重に検討行っ

たところでございます。 

  まず、農業委員会委員４９名に対して日常活動における農業者の意向や現場課題について、

照会を行い、提案があった意見項目について取りまとめ、その後、検討委員会において協議を

行いました。 

  いずれの意見も丹波市の農業を振興する上で、必要な項目ばかりでしたが、検討委員会では、
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直ちに対応が必要と認められるもの及び実現できる可能性が高いものを中心に、令和３年度丹

波市の農業振興施策に関する意見とすることとしました。 

  大項目では、昨年度に引き続き「農業の担い手・後継者対策について」、「農村環境の保

全・農地の維持管理について」「有害鳥獣対策について」「魅力ある丹波市農業にするため

に」の４点としています。 

  １点目の「農業の担い手・後継者対策について」の１番目は、「トラクター免許取得講習会

について」です。大型特殊免許の取得希望者は、相当数あるものの講習会を受講できるのは、

ごくわずかという現状にあることから、兵庫県農業機械化協会への講習会の回数増加や市内で

の開催に向けた働きかけを提案するものです。 

  ２番目は、「小規模農業者への支援について」です。不作付地が増加する中で、集落で暮ら

す人たちが一致団結し、集落営農組織を設立することが理想的ではありますが、合意形成には

長い月日を要しているのが現状です。一方、遊休農地は加速的に増加しており、受け皿確保が

急務となっています。集落内の農地を、数名のグループでも維持していける仕組みづくりのた

め、作業機購入の支援を提案するものです。 

  ３番目は、「ドローンオペレーター講習費用への支援について」です。近い将来、更なる農

業者の減少が予想される中で、先端技術を農業に積極的に取り入れていく必要があり、農業者

等がドローンを運用するためのオペレーター講習費用の支援を提案するものです。 

  ２点目の「農村環境の保全・農地の維持管理について」の１番目は、「公共物等の除草負担

軽減について」です。この項目については、昨年、一昨年も提案をさせていただきました。離

農する最大の要因は、除草作業ができなくなったことと言っても過言ではありません。昨年度、

市長からいただいた回答には、「人的・財政的に限りがある」・「地域づくり交付金等の活用

を検討されたい」とありましたが、離農の最大要因となっているこの問題について、市として

対応いただくよう改めて提案するものです。 

２番目は、「人・農地プランの実質化について」です。市内では、６０のプランが作成され

ており、内４５のプランが実質化されているという現状です。地域における話し合いの推進の

ほか、農地の貸し手と担い手の結びつけを図るため、農業委員会の農地利用最適化推進委員と

市が任用されている人・農地プラン推進員の連携強化と協議の場の設定を提案するものです。 

  ３点目の「有害鳥獣対策について」の１番目は、「効率的・効果的な有害鳥獣捕獲の実施に

ついて」です。狩猟者の協力により、有害鳥獣捕獲活動が実施されていますが、近年は、農作

物の被害にとどまらず、畦畔・法面や水路等の損壊も多数発生しているところです。 

従来から実施されている銃器・箱わなに加えて、市内全域での積極的なくくりわなの実施に

より、被害発生箇所に応じた効率的・効果的な捕獲の推進を提案するものです。 

  ２番目は、「野猪等被害防止柵等設置事業の拡充について」です。農会内での合意形成があ

る場合や認定農業者である場合には、補助対象となっていますが、農会内等で合意形成するこ

とができない場合には、意欲ある農業者が多数存在したとしても本事業を活用することはでき

ません。農会内に非協力的な人がいるなどの止むを得ない事情がある場合は、補助対象となる

よう事業の拡充を提案するものです。 

  ４点目の「魅力ある丹波市農業にするために」の１番目は、「効果的な情報発信、ＰＲの実

施について」です。すでに「丹波市創生シティプロモーション成果と課題」において、問題点

や進めるべき方向は示されており、あとは実行するのみといった状況だと思います。菅政権に
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習い、縦割り情報発信・ＰＲを打破し、分野横断での官民一体となった共感共有プロモーショ

ンの推進を提案するものです。 

２番目は、「１次加工の仕組みづくりについて」です。丹波市では学校給食における地場農

産物の活用を進めていますが、目標には達していない現状です。活用できない要因は、１次加

工の仕組みがないことであり、農業者、加工業者、流通業者が一体となって仕組みを構築する

必要があります。野菜の急速冷凍加工によって学校給食等での利用範囲の拡大や地場産率の向

上等が見込まれることから、令和５年度からの丹波市学校給食運営基本計画【第３次】に反映

できるよう、地元産野菜の１次加工の仕組みづくりの検討を提案するものです。 

３番目は、「特産物振興交付金の制度見直しについて」です。この交付金は、経営所得安定

対策事業における小豆・山の芋の交付単価が下落した際の補てん等を目的とした制度で、一律

の面積払単価となっています。 

一方、今後の特産物のブランド力の向上には、消費者や実需者が求める需要を的確に把握し、

これに対応した数量・品質・時期を確保した生産・出荷を推進することが求められているとこ

ろです。今回の特産物振興交付金の制度見直しをきっかけとして、一律の面積払となっている

各種補助事業が、優れた品質・数量を確保する農業者等にとって評価される仕組みとなるよう

見直しを提案するものです。以上、簡単に内容について説明をいたしましたが、それぞれ地域

委員会において、お目通しはいただいておるというふうに考えております。 

また、地域委員会において事前に確認いただいておりましたが、特別な修正等の提案もなく、

今日の午前中に、運営委員会でもそれぞれの意見を頂戴したという状況です。 

○議長 説明が終わりました。これについて何か意見はございますか。 

○議長 無いようでしたら、この内容で、意見書を提出する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 異議がございませんので、この内容で意見書を提出します。その他で、何か意見等あり

ませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ声あり） 

○議長 それでは事務局から報告事項をお願いします。 

○事務局 失礼します。事務局でございます。 

  皆さん、お手持ちの丹波市農業委員会実務必携をお出しください。インデックス２番の５ペ

ージを御覧下さい。ここに丹波市の農業委員会の統一事項を書き上げたものが１ページから記

載されております。その中に、５ページの番号３１番「耕作証明書の交付について」と書いて

あります。 

これは農家さんが、軽油免税や農機具を買うのにお金を借りたいときに、これだけ経営して

いるということの証明書となります。その他に、丹波市以外の農地を取得するのに、当該農業

委員会に農地法第３条の申請をされるのですが、当該農業委員会では申請人の耕作状況の情報

は当該市内の分しか分かりませんので、丹波市でこれだけ耕作していますという証明として、

耕作証明書を求められることがあります。 

この番号３１番の上半分が、他の市町村の農業委員会に農地法第３条申請するときの発行す

る方法で、下半分が「その他の場合」先ほどお伝えした、軽油免税等で使うときの発行する方

法です。 

耕作証明書としてまったく同じもので、使用目的が違うだけで発行する方法が違うのは適当
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でないと考えますので、いかなる使用目的であっても、その場で交付することとさせていただ

きたいと思います。午前中の運営委員会ではその旨、了承をいただきました 

それから、７ページを御覧ください。７ページの一番下の番号４８番ですけど、内容としま

しては、「農地転用申請案件で転用目的が農業用倉庫である場合には、議案書の備考欄に申請

者の耕作面積を記入するものとする。」とありますが、議案書に記載する内容は必要最小限の

ものにするとありますから、この申請者の耕作面積の記載は廃止するということを、運営委員

会で決定いただきました。よって、番号４８番については削除をお願いします。 

○議長 委員さんから、これらのことについて何か質問はありますか。 

（「質問なし」と呼ぶ声あり） 

○議長 それでは事務局から連絡事項をお願いします。 

○事務局 失礼します。事務局でございます。 

  連絡事項でありますが、令和２年度丹波市もみじ賞の受賞について、丹波市の表彰条例では、

農業委員、農地利用最適化推進委員で１２年以上在籍の方が受賞されることになります。今回

は岸本会長と、足立信昭委員、それから令和２年６月で退任されておりますが、秋山佐登子元

委員、この３名が、委員会の関係では受賞をされております。１１月３日の午前９時から氷上

住民センター大会議室で、表彰式が開催されることになっておりますので、御報告をさせてい

ただきます。 

それから、既に該当委員さんには通知をさせていただいておりますが、１０月３０日の午前

１０時３０分から、先ほどご承認いただきました令和３年度丹波市の農業振興施策に関する意

見書を丹波市長に提出いたします。場所は氷上住民センター実習室でございます。 

正副会長と、農業施策検討委員会の委員さんの出席をお願いします。 

それから情報提供検討委員会について、１０月２３日に会議を開催しており、次回１１月２

０日に発行予定の農業委員会だより第３０号については１回目の校正が終わって、２回目の校

正の段階になっております。 

研修検討委員会ですが、既に地域委員会でお話をさせていただいておりますが、今年度につ

きましては、管外研修を中止することを決定しております。具体的な内容は決まっておりませ

んが、管内において農業委員さんと農地利用最適化推進委員さんと、分散した形で研修するこ

とを検討しております。 

最後ですけども、申請書の副本はご提出いただきたいと思います。以上です。 

○議長 それではこれで、令和２年度第７回農業委員会定例総会を終了させていただきます。 

ありがとうございました。 
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