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令和２年度 第８回定例総会議事録 

  

１．日 時  令和２年１１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 

  議案第 ６ 号 地籍調査事業における農地の転用事実に関する回答について（別冊） 

  議案第 ７ 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 農地法施行規則該当転用届について 

  報告第 ３ 号 農地法第５条の規定による申請の取下願について 

   

５．閉会 
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１． 開会 

○議長 それでは、ただいまより令和２年度丹波市農業委員会第８回定例総会を開会いたします。 

  はじめに、岸本会長から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、報告をお願いいたします。 

○事務局 失礼します。本日、議席番号７番の山本浩子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名の委員さんに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 ありがとうございます。 

 

３．議事録署名委員の指名 

○議長 議事録署名委員の指名について。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８番、足立康裕委員、議席番号９番、足立篤夫委員、両委員、よろしくお願いいた

します。 

  なお、本日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。 

  会議に入る前に、携帯電話等、マナーモードになっているか再度確認をお願いいたします。 

 

４．議事 

 

～ 議案第１号  所有権移転 番号１番～２２番 ～ 

～ 議案第１号 使用貸借権設定 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。 

まず氷上地域からになります。事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第１号、番号１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の前に、まず番号１番だけを取り扱いたいと思います。 

ここで番号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) 
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○議長 氷上地域委員会から、番号１番について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、経営を拡大したいというものです。図面は７ページ

に載っております。 

  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、許可要件の全て満たしていると確認し

ています。 

  なお、この案件には誓約書が添付されております。譲受人の所有地の中に、倉庫が建設され

ている農地があるため、１２月以降に非農地証明願の提出をするというものでございます。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 番号１番について、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。 

  復席をお願いいたします。 

 

（該当委員復席） 

 

○議長 続いて、番号２番、３番、４番、５番、６番について、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番を、議席番号○番○○が説明をいたします。 

  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、８ページに図

面を示しております。 

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。   

よろしく御審議いただきますよう、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、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、よろしくお願いします。 

○委員 番号４番、５番を、議席番号○番○○が説明いたします。 

  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、図面は１０ペ

ージに示しています。 
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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、譲受人の住所を御覧ください。市内ではありませんが、地元の農地利用最適化推進委

員さんと一緒に確認したところ、この方は地元に定住しておられ、耕作する必要な全ての機具

等を所有しておられます。地域委員会としても問題なしと判断をしております。 

次、番号５番を、同じく○○が説明いたします。 

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。 

〇委員 番号６番を、議席番号○番○○が説明いたします。 

  番号６番は、農地を売買により取得するものです。図面は１２ページに示しております。 

  先月に申請のありました分譲住宅、農地法第５条申請の横の土地であり、譲渡人の農地の一

部を取得し、申請人の用地と農地を一体化した畑として、利用するものであります。ちょっと

変形になっていますが、この点線の部分全体を１つの畑として利用されるということでござい

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。 

  また、申請人の農地の一部に物置小屋が建っております。この図面でいきますと、申請地の

左上の小さい部分でございます。それは今回この申請が通りましたら、農地のかさ上げを行い、

その時点で物置小屋を撤去することということで、誓約書が添付されています。それで、この

かさ上げにつきましては、１２月に届出をされる予定とお聞きしております。 

  また、この農地につきましては、畑として利用し、野菜を作るということです。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 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） 
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○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 番号５番ですが、別に反対するわけではないんですが、参考までに聞かせてもらいたい

んですが、約４０ヘクタールも農業経営されているんですが、どんな農業経営の体制をされて

いるのか、参考までに分かる範囲で聞かせてもらえたらと思います。 

○議長 氷上地域委員会から説明をお願いします。 

〇委員 申請人は建設会社の代表であり、トラクターも５、６台、ほかにもたくさんの機械を保

有されております。大学生も農作業に従事されていると聞いたことがあります。 

○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。 

○委員 申請者の経営されている農地については、申し分なく経営されていると見ていいんでし

ょうか。 

〇委員 田、畑の草刈りについては、代表が厳しいので、きれいに刈っておられます。隣の敷地

まで草刈りをされたりしております。管理に関しては言うことなしです。 

○委員 分かりました。 

○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。 

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、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７番、８番、使用貸借権、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７番を、議席番号○番○○が説明をいたします。 

  番号７番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、１３ページに

図面をつけております。 
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地域委員会といたしましては、農地法第３条第２項の各号の全部効率利用要件、農作業の常

時従事要件、下限面積及び地域調和要件に適合しており、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。 

  なお、この譲渡人の農地は、後２筆残っております。 

  続きまして、番号８番を、議席番号○番○○が説明をいたします。 

  番号８番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、図面は１４ペ

ージにつけております。 

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

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

とを確認いたしております。 

  よろしく審議のほど、お願いいたします。 

  なお、この譲渡人の農地は、後１０筆残っております。 

譲受人は、農機具がないということで、耕運機を購入すると聞いております。この１４ペー

ジ右側の農地法第３条の使用貸借権設定は、野菜をするということで、反対の左側は、イチジ

クや栗を作るという申請が出ております。 

  それと、家も農地と一緒に購入して、ここで農業をすると聞いております。 

○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、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。 

併議となっております２９ページの番号１番、農地法第３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、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、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。 
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○委員 番号９番を、議席番号○番○○が説明いたします。 

  番号９番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというものです。図面は１５

ページに示しております。 

  申請地の向かいに譲受人の工務店の事務所がありまして、すぐ近くで農地を取得し、黒豆な

どを栽培するという予定になっております。 

  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。 

  譲渡人の残地につきましては、数筆ありまして、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、よろしくお願いします。 

〇委員 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もので、図面は１６

ページにお示ししております。 

  譲受人は、申請地の北側に住まわれています。現状、梅の木が植えてありまして、引き続き

栽培したいということです。 

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。 

 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。 

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１１番～１７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１１番を、議席番号○番○○が説明させていただきます。 

  番号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ことで、図面は１７

ページに示しています。 
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  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、よろしくお願いします。 

  譲渡人の農地はこれでなくなります。 

○委員 番号１２番から１７番までを、議席番号○番○○が説明いたします。 

  番号１２番、１３番は関連がありますので、同時に説明させていただきます。 

  番号１２番、１３番は耕作の利便性から、農地を交換するための申請です。図面は１８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１３番は、誓約書添付でございますが、これは平成１６年に農業用倉庫を建てたという

ことで、早急に２アール未満の届出をしますという誓約書でございます。 

番号１４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。 

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、図面は２０

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２１

ページ、２２ページ、２３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。 

  最後ですが、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２０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 議席番号７番山本委員が会議に来られました。 

〇委員 すみません。遅くなりました。 

○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） 
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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。 

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。 

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。 

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。 
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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１８番～２２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１８番を、議席番号○番○○が説明いたします。 

  番号１８番は、農地を無償譲渡により取得し、経営規模を拡大したいというもので、図面は

２４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に適合しており、許可要件の全てを確認しております。 

なお、ここで譲渡人と譲受人を見ていただいたら分かるんですけど、譲受人のほうは、住所

が○○になっております。ただし、家が市島地域にありまして、この農地の近くに住んでおり、

仕事で○○へ行っておられ、週末はいつも市島地域に帰ってきて、農地を耕しているというこ

とで、機械も全て所有しているということです。 

譲渡人の住所は、○○ではあるんですけど、まだ１筆、農地が残っております。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

〇委員 番号１９番、２０番を、議席番号○番○○が説明します。 

  番号１９番は、農地を無償譲渡により取得し、経営規模を拡大したいというもので、地図は

２５、２６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。 

  番号１９番の譲渡人は、これで農地がなくなりました。 

  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、地図は２７

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。 

  譲渡人は、これで農地がなくなりました。 

  番号２１番は、農地を無償譲渡により取得し、経営規模を拡大したいというもので、地図は

２７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、まだ農地が１筆あり、適正に管理されております。 

  よろしくお願いします。 

〇委員 番号２２番を、議席番号○番○○が説明します。 

  番号２２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、２８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。 

  譲受人は、認定農業者で、酪農経営者でもあります。就農した後継者、息子とともに繁殖事

業のために、畜舎を新築し、経営規模を拡大したいと聞いております。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○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。 

  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。 

  番号２０番について、質問、意見等はございませんか。 

〇委員 この譲受人の家族数が２２人で、耕作者が１人ということですが、この２２人家族とい

うのは、学校か何か商売をされているんですか。 

○議長 市島地域委員会から説明をお願いします。 

〇委員 申請人は外国の方で、○○町で自分の家族とほかの家族と、一緒に１つの宿舎みたいな

所で暮らしおられます。○○町でも農業をされており、トラクターも２、３台お持ちで、今回、

○○でも農業をされるということです。 

〇委員 ２２人も家族がいて、耕作者数が１名というのはどうかなと思って。 

○議長 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。 

〇委員 この耕作者数が１人というのはおそらく代表者だと思います。この方の兄弟が２人いて、

各々で子どもがたくさんいて、そういった子どもも含めての家族数ではないかと思います。 

○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。 

 （「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。 

  番号２１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２１番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長 異議がございませんので、番号２１番は許可すべきものと決定いたします。 

  番号２２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２２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２２番は許可すべきものと決定いたします。 

 

～ 議案第２号 ～ 

 

○議長 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、貸露天資材置場にするための申請です。図面は、３２ページに示しております。 

  申請地の農地区分は、農業公共投資等の対象となっていない生産性の低い小集団の農地のた

め、第２種農地と判断されると考えます。 

  転用するのに、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、転用面積は事業計画に対して妥当なものであり、資金力にも問題がなく、農地法第４

条第６項の各号には該当せず、いずれも申請内容にも問題がないことを確認しています。 

なお、申請者は経営する会社と、賃貸借契約を締結されております。 

  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１番について、質問、意見等はございませんか。 

〇委員 今回、貸露天資材置場ということで、ほかにお持ちの露天資材置場は、十分にお使いに

なられているんでしょうか。 

○議長 氷上地域委員会から説明をお願いします。 

〇委員 事前に調べてありますけれども、どこも全て満杯の状態で、しっかりと利用されており

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。 
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～ 議案第３号 所有権移転 番号１番～１１番 ～ 

～ 報告第３号 申請の取下願 ～ 

 

○議長 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したします。 

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、共同住宅を建築するための申請です。図面は３７ペ

ージ、３８ページに示しております。 

  申請地の農地区分は、街区の面積に占める宅地の面積が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。 

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。 

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がないものと思われます。 

１，０００平米を超えるために、開発事業事前協議書等も提出されております。 

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、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２番～５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２番について、議席番号○番○○が説明させていただきます。 

番号２番は、売買により農地を取得し、太陽光発電設備として利用するための申請です。図

面は３９ページに示しています。 

申請地の農地区分は、農業公共投資等の対象となっていない生産性の低い小集団の農地のた

め、第２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と思われます。 

また、転用後の管理については自治会と協定書を結んでおられ、年に数回の草刈を約束され

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。 
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御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

続いて、番号３番を、議席番号○番○○が説明します。 

番号３番は、売買により農地を取得し、太陽光発電設備として利用するための申請です。図

面は４０ページと４１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が４０パーセントを超えるため、第３

種農地と判断されると考えます。 

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

また、転用後の管理については自治会と協定書を結んでおられ、年に数回の草刈を約束され

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。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

〇委員 次に番号４番、５番を、議席番号○番○○が説明いたします。 

  番号４番、５番は、売買により農地を取得し、譲受人の工務店が露天資材置場・露天駐車場

として利用するための申請です。図面は４２ページ、４３ページに示しております。 

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

判断されます。 

４２ページの図面を御覧いただきたいと思います。申請人は、土木建築業を営んでおり、地

図の丸で囲った土地は既に資材置場として利用しております。今回申請地を取得することで、

一体的に露天資材置場、露天駐車場として利用する計画です。 

図面は、既に購入している土地と一体的に利用する利用計画図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。 

また、転用面積は必要最小限であり、雨水排水についても、西側に隣接する用悪水路があり、

そちらへ排水となります。 

代替地等の検討表、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。 

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。 

〇委員 すいません。もう一度、第３種農地と判断した根拠を御説明いただけますか。 

○議長 農地区分を第３種と判断した根拠について、説明をお願いします。 

〇委員 ここにつきましては、街区の面積が１４，６３９平米、宅地の面積が１３，０７８平米
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となり、宅地の割合が４０パーセントを超えるため第３種農地ということで、確認しておりま

す。 

○議長 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。 

〇委員 その範囲が、○○川と国道に挟まれた小さな面積となっております。 

○議長 よろしいですか。 

○事務局 失礼します。事務局でございます。 

  ただいまの第３種農地の根拠ですが、４０ページの図面を御覧ください。まず、北側は国道

がございます。南側は河川でありまして、国道と河川に挟まれた範囲を一団の街区と設定をし

ております。その中で、全体の面積のうちの宅地面積が４０パーセントを超えているというこ

とで、第３種農地と春日地域委員会では判断されております。 

  以上です。 

○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。 

 続いて、番号４番、５番は、併議とさせていただきます。番号４番、５番について、質問、

意見等はございませんか。 

○委員 ちょっと確認をさせていただきたいんですけども、４２ページのこの現地の図面と、そ

れから４３ページの利用される状況の図面と見ますと、４３ページの方は整形な形になってお

りまして、４２ページの方は歪な形で、その斜線で色塗りされておるところが申請地だろうと

考えるんですけれども、この上の図面と下の図面と、全く同じ場所の図面というには理解しが

たいんですけども、現地でどういう確認されたのか教えていただけますか。 

〇委員 この添付されております４２ページの図面ですが、この絵の描き方がまずいと思います。

議案書が発送されてから見て、この絵がちょっとおかしいことに気づいたんです。四角の下の

方の幅がもっと広いんです。 

そんなことで、この利用計画図がここへ、ぴったりと嵌まらない絵になっておりまして、絵

の形がまずいなということです。 

  口では少し説明しにくいんですけども、この中にぴったりとはめ込んでいくことはできると

判断しております。 

○委員 小さいことなんですけどね、それ地域委員会でこの図は出ていたんですか。 

〇委員 はい、その時点では気がつかなかったんです。地域委員会の時に図面が出とったんです

けどね。この４２ページの図面の絵がちょっとおかしいなということは気がつかずに、終わっ

ておりました。議案書が出てから絵がおかしいことを事務局とも相談したんですが、そのまま

となっておりました。 

〇委員 地域委員会でも出ていたのであれば、その時点で誰かが気がついて修正できればよかっ

たですね。こうなると、実際現場を見てきたのかということになりますからね。 
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〇委員 はい、現場は確かに見ております。 

今後は、その辺を十分に気をつけないといけないと思っております。 

○議長 ほかに質問、意見等はありませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 質問者の方、よろしいですか。 

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４番、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。 

  次に、市島地域の案件になるんですが、その前に報告第３号を議題とします。 

  事務局説明をお願いします。 

○事務局 報告第３号、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 以前に、低温倉庫を敷地内に設置するとなっていたのですが、トラックの搬入出の利便

性から考えて、配置を見直すこととなり、申請者から一旦取下げた後、再審議をお願いするこ

とになっております。 

  再申請の内容については、後ほど説明させていただきます。 

○議長 まずは、７８ページ、報告第３号、農地法第５条の規定による申請の取下願について、

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、この報告第３号、農地法第５条の規定による申請の取下願

について、御承知おきください。 

  これを受けて、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６番～１１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。 

〇委員 番号６番から１１番を、議席番号○番○○が説明いたします。 

 番号６番から１１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４４

ページ、４５ページ、４６ページに示しております。 

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

ール未満のため、第２種農地と判断しております。 

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と思われます。 

  なお、この案件は先月の総会で審議をしていただき、一旦通過しております。 

ところが総会後、申請者が、配置計画の再検討をされ、再申請ということになっております。 

  配置計画をどのように変更したかということに関しては、４５ページ、４６ページを見てい

ただいたらと思います。 
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  ４６ページの古い図面には、真ん中のところに低温倉庫があります。 

  そして、新しい図面が、４５ページですけど、倉庫が道路に隣接する形で、右に寄っており

ます。搬入出する上で、倉庫は道路の近くにあった方が良いのではないかということで、再検

討されました。以前の計画であった倉庫を道路側に移動させて、もともと倉庫であった場所に

駐車場を設置するという形になっております。 

  以前の申請と多少変わっておりまして、左下の雑種地はもう取得しないことになりまして、

そこに配置予定であった事務所等は、入り口のところに設置する形になっています。これは搬

入出するトラック等を、確認する必要があるので、事務所はやはり入り口に置くほうが適切で

はないかということで、再検討されました。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

  緑地に関しては、県の規定どおりに確保されております。図面の左側にあります。 

  雨水に関しては、周囲の側溝に流れるように設計されております。 

○議長 市島地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  大規模案件ではございますが、先月既に現地確認済みということで、今月については先月の

ものをそのまま採用し、確認をしたという形で進めていきたいと思います。 

  番号６番から１１番まで、併議とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 番号６番、７番、８番、９番、１０番、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６番、７番、８番、９番、１０番、１１番について、許可相当と意見を付して、進達す

ることとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号６番、７番、８番、９番、１０番、１１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。 

 ここで休憩をとりたいと思います。 

 

（休  憩） 

（再  開） 

 

～ 議案第３号 賃貸借権設定 番号１番 ～ 

～ 議案第３号 使用貸借権設定 番号１番 ～ 

 

○議長 再開いたします。 

  議案第３号、農地法第５条の規定による農地等の賃貸借権設定許可申請承認についてを議題

とします。 

  事務局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 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。 

〇委員 番号１番を、議席番号○番○○が説明いたします。 
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  番号１番は、賃貸借により太陽光発電設備とするための申請です。図面は４８ページ、４９

ページに示しております。 

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

ね１０ヘクタール未満のため、第２種農地に該当します。 

  一部宅地を利用されますので、利用範囲が４９ページに示されております。 

  隣接所有者、地元等の同意も取られ、周辺農地の営農への支障はないと思われます。 

  また、雑草の管理につきましては、防草シートを活用するとなっております。賃貸借契約書

も添付されております。 

  農地法第５条第２項の各号には該当せず、いずれも申請内容に問題はないことを確認してお

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、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、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。 

〇委員 番号１番を、議席番号○番○○が説明します。 

  番号１番は、譲受人が一般住宅を新築するため、親子間で使用貸借権を設定し、転用する申

請です。地図は５１ページ、５２ページです。 

  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、地元等の同意も取られ、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。 

  なお、一部宅地部分が利用されておりまして、太枠で囲んだ北側、この面積が１５１．２平

米で、全体では２８８.２平米になっております。 

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。 



 - 19 - 

  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４号 番号１番～１８番 ～ 

 

○議長 議案第４号、非農地証明願承認についてを議題といたします。 

事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第４号、番号１番～１１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確認報告をお願いしますが、この議案の番号３番から１０番まで一体的

なものと判断いたしまして、番号３番から１０番までを併議とさせていただきますので、よろ

しくお願いいたします。 

  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 番号１番、２番を、議席番号○番○○が説明をいたします。 

  番号１番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は５７ページに示しています。 

  １１月１２日に現地を確認したところ、山林になっており、農地への復旧は困難で、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３０年頃からで、地元自治会長と隣接者の証明もあり、

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

としては証明することに問題はないと考えております。 

  続きまして番号２番を、同じく○○が説明をいたします。 

番号２番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は５７ページに示しております。 

  １１月１２日に現地を確認したところ、山林になっており、農地への復旧は困難で、現地の

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。 

  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。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員 番号３番から１０番までを、一括して議席番号○番○○が説明します。 

  番号３番から１０番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は５８ページに示してい

ます。 

  １１月１２日に現地を確認したところ、番号３番から１０番まで現況は全て山林となってお

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な

いと見込まれます。 

  また、農地でなくなった時期は、昭和２４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。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 
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〇委員 番号１１番を、議席番号○番○○が説明いたします。 

  番号１１番は、地目変更のための非農地証明願です。今回相続人全員の方から証明願が出て

おります。図面は５９ページに掲載しております。 

  １１月１２日に現地を確認したところ、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問題がないと見込まれます。 

  また、農地でなくなった時期は、平成元年頃からで、地元自治会長と隣接者の証明もあり、

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

としては証明することに問題はないと考えております。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○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） 

○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。 

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番から１０番について、質問、意見等はございませんか。 

〇委員 番号９番の申請人と証明者が同じなので、この場合、証明者は変えたほうがいいんでは

ないかと思います。 

  もう１点は、この８名の方、同じように２，３８０平米で、同じように分けておられる。こ

れは共同のものを分けられたものなんですか。 

○議長 氷上地域委員会から説明をお願いします。 

〇委員 持ち主から少し話を聞いたのですが、本来なら部落で所有するべき山だったんですけれ

ども、当時部落名では持てなかったということで、若い人から８人選んできて、その人に割り

当てて所有してもらったということです。部落の山となります。 

○議長 １点についてはよろしいですか。 

  証明者については事務局から説明をお願いします。 

○事務局 すいません、事務局でございます。 

  御質問ありがとうございます。非農地証明願の願出人と、証明者が同一人物で問題ないかと

いうことですけれども、大前提としまして、非農地証明願の証明をいただいているのが、隣接

者の証明と、それから地域の代表として自治会長に証明をいただくことになっております。例

えば今回であれば、「昭和２０年頃から山林やったよ」ということの証明でございます。そう

いった場合、証明者と申請人が同一であれば、ちょっとこれは、添付書類として適当ではない

と考えますが、今回は、願出人がたまたま、１つの自治会の代表として証明をいただいており
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ますので、証明者として、特に問題ないという認識で、取り扱いをさせていただいておるとこ

ろでございます。 

  以上でございます。 

〇委員 ちょっとおかしいよ、そんな事務局の回答は。そんなんやったら何で副会長に証明して

もらうとか、そういうこと言わないのですか。そんなん、言い回しもおかしい。やり方おかし

いわ。 

○事務局 すいません。ちょっと説明が分かりにくかったら申し訳ないです。個人の願出人のお

名前と、今回は１つの自治会長の誰々というお名前になりますから、完全に別人格であると、

こういう形で取り扱いをさせていただいている。このように理解いただいたらと思います。 

○委員 別人格じゃないやない。副会長がしたらええ、できることやないか。おかしいやろ、そ

んなこと言うの。 

○事務局 よろしいですか。大前提として非農地証明願の証明は、この年代からこういう状況で

あったということで、１つの根拠資料として、丹波市農業委員会ではその土地を所管する自治

会長と、それから隣接者に証明をしていただいており、複数の方の証明があることで、より客

観的な資料として添付いただいているわけなんですけれども、法的に根拠資料として、こうい

った証明じゃないと駄目だということは、実際はないんです。ただ丹波市農業委員会として、

こうやって運用を続けてきていただいております。例えば今回のような、たまたま申請者の方

が、その地域の自治会長を兼ねておられた場合は、副自治会長の証明にしようということで決

めていただければ、今後そういう取り扱いをさせていただきたいと考えます。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○議長 そのあたりについて、ほかに意見等がございましたら、この際に発言いただけたらと思

います。 

  今回の案件については、副会長から説明がありましたように、昔から地域の山という、一体

的なものと考えて、審議をしたいと思います。 

もし、いろいろな考え方に、修正等が必要であれば、今後、運営委員会等で協議させていた

だいて、確認をしていきたいと思います。 

  ほかに質問、意見等はございませんか。 

〇委員 はい、確認です。 

  非農地証明願の願出人は必ずしも所有者でなくてもよい、そういう取り扱いでよろしいです

ね。確認させてください。 

○事務局 事務局でございます。今、御質問いただいたとおりでございまして、非農地証明願と

いうのは、申請許可ではなくて、現況証明、ここが農地か否かということでありますから、願

出人というのは、所有者以外の方であっても証明願を出すことは可能です。 

ただ、運用としましては、やはり非農地証明願を出されるいということは、その後に地目変

更とかの登記をされるということが全体に見えておりますので、後に問題等、トラブルが発生

しないように、所有者の方の同意は求めているところでございます。 

以上でございます。 

○議長 ほかにこの案件につきまして、質問、意見等はございませんか。 

〇委員 今の質問とは関係ないんですが、地域委員会では申請地が○○地番でして、○○の自治

会長の証明ではなくていいのかという話はさせていただきました。以前もこういった案件があ
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り、願出地を所管する自治会の証明であればいいということでしたので、今回もそのように取

り扱いさせていただき、総会で審議していただいております。以上です。 

○議長 ほか、質問、意見等はございませんか。 

 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、６番、７番、８番、９番、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３番、４番、５番、６番、７番、８番、９番、１０番は、

証明書を交付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、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。 

  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１２番～１５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１２番、１３番を、議席番号○番○○が説明いたします。 

  番号１２番は、地目変更のための非農地証明願です。地図は６０ページに示しております。 

１１月１２日に現地を確認したところ、○番○、○番○は居宅、それから○番○は物置とな

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問題

や影響がないと見込まれます。 

農地でなくなった時期は、○番○は昭和４２年頃、○番○は平成２年頃、○番○は昭和６２

年頃からとなっております。 

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、地域委員会としましては、証明することに問題ないと考えてお

ります。 

続きまして、番号１３番は地目変更のための非農地証明願です。地図は６１ページに示して

おります。 

１１月１２日に現地を確認したところ、現地は倉庫が建っており、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５５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

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、よろしくお願いします。 

○議長 番号１４番に行く前に、議案の訂正がございますので、事務局からお願いします。 

○事務局 失礼いたします。事務局でございます。 

  番号１４番の案件でございますが、表の右から２つ目、利用状況のところを御覧いただきた
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いと思います。○番、○番、○番は境内地としておりまして、次また○番と記載がございます

が、○番に訂正をお願いしたいと思います。大変申し訳ございません。 

  以上でございます。 

○議長 それでは訂正した上で、番号１４番の説明をお願いします。 

○委員 番号１４番、１５番を、議席番号○番○○が説明いたします。 

  番号１４番は、地目変更のための非農地証明願です。地図は６２ページに示しております。 

１１月１２日に確認したところ、現地は○番、○番、○番は境内地、それから○番は車庫と

なっております。境内地と言いましても、檀家がお参りしたときの駐車場として利用している

ということでございます。 

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。 

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扱いについての第４に該当するため、地域委員会として

は、証明することに問題ないと考えております。 

続いて、番号１５番を議席番号○番○○が説明をいたします。 

番号１５番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は６２ページに示しております。 

１１月１２日に確認したところ、現地は住宅となっており、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４５年頃からで、地元自治会長と隣接者の証明もあり、

平成２１年１２月２４日付非農地証明の取扱いについての第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１２番について、質問、意見等はございませんか。 

〇委員 ちょっと教えていただきたいんですが、６０ページの○番○が物置ということで報告を

受けたんですが、この居宅にお住まいの方の住宅の一部というふうには考えにくいのかなとい

うことで。物置小屋とされたとき、利用するのに進入路はどこから入るのか。教えていただけ

ますか。 

○委員 議席番号○番○○が説明します。 

  ○番○、ここへの進入路というのは、以前ここに家屋が建っていて住まれておりましたので、

その右側の道から、道路のようになっており、そこを通って入ることが出来ます。 

〇委員 道路っていうことは、私有地の道路ですか。 

○委員 そうです。道路というか、手前の道路から入れるように、コンクリートが打ってありま

す。 

〇委員 申請人の方の持ち物。 

〇委員 はい、そうです。 

○委員 分かりました。 

○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） 
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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） 

○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。 

  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、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。 

  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、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１４番は、証明書を交付すべきものと決定いたします。 

  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、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１５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１６番～１８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１６番について、議席番号○番○○が説明いたします。 

  番号１６番は、地目変更のための非農地証明願でございます。図面は４０ページでございま

す。 

１１月１３日に地域委員会で現地を見ていただきました。現況は資材置場となっており、農

地への復旧が困難でございまして、周囲の状況から見ても、非農地として判断しても特に影響

がないと見込まれます。 

農地でなくなった時期につきましては、平成２年頃からで、地元の自治会長と隣接者の証明

書もあり、平成２１年１２月２４日付非農地証明の取扱いについての第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１７番を、議席番号○番○○が説明します。 

番号１７番は、地目変更のための非農地証明願です。地図は６３ページに示しています。 

１１月１３日に、地域委員会で現地を確認しましたところ、○番○につきましては昭和５７

年に、隣接する○番○にかけて車庫を建てられております。 
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また、○番○につきましても、昭和５０年頃から、庭園化しており、農地への復旧は困難で

ありますし、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。 

なお、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。 

審議のほど、よろしくお願いします。 

〇委員 次に番号１８番を、議席番号○番○○が説明します。 

番号１８番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は６４ページに示しています。 

１１月１３日に現地確認したところ、空き家の横に里道があるんですが、里道を通ってその

奥にある畑に進入するための細長い１筆を、里道と一緒に進入路として使用しておりまして、

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、平成６年頃からで、地元自治会長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 春日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、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１６番は、証明書を交付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、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１７番は、証明書を交付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、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１８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 議案第５号、農地法第３条第２項第５号に係る別段の面積を定めることについてを議題

とします。 

  事務局説明をお願いします。 
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〇事務局 議題第５号、番号１番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

春日地域委員会からの確認報告をお願いいたします。 

〇委員 番号１番を、議席番号○番○○が説明いたします。 

  番号１番は丹波市長より、住まいるバンクに付随して、売買を希望する農地について、別段

面積の設定の依頼を受けたため、平成２８年１２月２１日、空き家に付随した農地に係る農地

法第３条第２項第５号の別段の面積設定に係る取扱いについて、照らし合わせながら、現地調

査を行いました。図面は６４ページに示しております。 

  図面の申請地の下にお家があります。これが空き家になっておりまして、この空き家と裏の

畑を一体的に購入したいということで、現地調査をしました。 

  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。 

  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。 

  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。 

  議案第５号、農地法第３条第２項第５号に係る別段の面積を定めることについて、適当と判

断し、別段の面積を提案することを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、議案第５号、農地法第３条第２項第５号に係る別段の面積を

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 議案第６号、地籍調査事業における農地の転用事実に関する回答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。 

〇事務局 議案第６号朗読。 

○議長 本議案について、農業委員会等に関する法律第３１条に該当される方がいらっしゃいま

すので、退席をお願いしたいと思います。 

 

(該当委員退席) 

 

○議長 氷上地域委員会からの確認報告をお願いしします。 

〇委員 議席番号○番○○が説明いたします。 

  地籍調査のための現地確認をいたしました。登記簿上は農地でありますけども、現状は山林、

墓地、公衆用道路と、農地への復元は不可能な状態になっておりました。 

○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。 
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〇委員 確認です。番号１番の回答内容の２行目の２筆についてですが、田と山林ということで

記載があるんですが、田が残っているということですか。 

○議長 氷上地域委員会から確認と説明をいただけますか。 

〇委員 番号４７番です。 

〇委員 番号４７番の図を見ていただくと、真ん中で破線があります。その破線の左側が山林で

右側が田です。 

〇委員 地籍調査で分筆をされ半分は田で登記されるということですか。 

〇委員 はい、そのとおりです。 

〇委員 分かりました。 

○議長 ほかに質問、意見等はございませんか。よろしいですか。 

（「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。 

 議案第６号、地籍調査事業における農地の転用事実に関する回答について、照会のとおり取

り扱うことに異議がないと回答してよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、議案第６号、地籍調査事業における農地の転用事実に関する

回答について、照会のとおり取り扱うことに、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） 

  

～ 議案第７号 ～ 

 

○議長 議案第７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７号朗読。 

○議長 それでは柏原地域委員会からの確認報告ですが、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） 

 

○委員 １１月１３日の地域委員会において、番号１番から１０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 柏原地域委員会からの確認報告が終わりました。 

意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

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、柏原地域における農用地利用集積計画の決定について、全て

照会のとおり決定することに、異議がないと回答いたします。 

復席をお願いいたします。 

 

（該当委員復席） 

 

○議長 氷上地域委員会からの確認報告をお願いいたします。 

〇委員 番号１１番から９４番まで、１１月１２日の地域委員会において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。 

  補足ですが、番号２６番から６６番まで、たくさんの筆数が出ております。これにつきまし

ては、「人・農地プラン」による経営の効率化を図るために、このような形で提出されたとい

うことでございます。 

○議長 氷上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。 

先ほど説明がありましたように、非常に多くの案件があります。おそらく「人・農地プラ

ン」の中で、いろいろ見直しが行われて、このように農地中間管理機構を利用して、集積を図

られたと確認をしていただいております。 

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。 

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

異議がないと回答することとしてよろしいですか。   

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

照会のとおり決定することに、異議がないと回答いたします。 

  次に、青垣地域ですが、農業委員会等に関する法律第３１条に該当される方がいらっしゃい

ますので、退席をお願いたします。 

 

（該当委員退席） 

 

○議長 青垣地域については、農地中間管理機構を通じての売買事業もありますので、合わせて

確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号９５番から１２９番と売買事業に関して、１１月１２日の地域委員会において確認

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 青垣地域委員会から確認報告が終わりました。 
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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、青垣地域における農用地利用集積計画の決定について、全て

照会のとおり決定することに、異議がないと回答いたします。 

復席をお願いいたします。 

 

（該当委員復席） 

 

○議長 次に、春日地域ですが、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 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１３０番から１７７番について、１１月１３日の地域委員会において確認いたしま

したが、全ての農地において、効率的に耕作し、農作業に常時従事する等、農業経営基盤強化

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

はありません。 

○議長 春日地域委員会から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、春日地域における農用地利用集積計画の決定について、全て

照会のとおり決定することに、異議がないと回答いたします。 

  復席をお願いいたします。 

 

（該当委員復席） 

 

○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 番号１７８番から１９８番まで、１１月１１日の地域委員会で確認しましたが、全ての

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

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

○議長 市島地域委員会からの確認報告をお願いします。 
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○委員 番号１９９番から２２９番まで、１１月１３日の地域委員会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 山南地域委員会、市島地域委員会から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、全て照会のとおり決定す

ることに、異議がないと回答することとしてよろしいですか。   

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、山南地域、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 報告第１号、農地の一時利用の届出について、事務局説明をお願いします。 

○事務局 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。 

山南地域委員会から補足説明することはありますか。 

〇委員 別にありません。 

○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、報告第１号、番号１番、農地の一時利用について、御承知

おきください。 

続いて、番号２番について、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 事務局の説明が終わりました。 

市島地域委員会から補足説明することはございませんか。 

〇委員 番号２番を、議席番号○番○○が説明します。 

  番号２番は、公共工事のために、工事用資材、機材の仮置き場所、仮設のハウスを設置する

ための一時利用するための届出です。 

○議長 市島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、報告第１号、番号２番、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 報告第２号、農地法施行規則該当転用届について、事務局説明をお願いします。 
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○事務局 報告第２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、補足説明することはございませんか。 

○委員 ございません。 

○議長 番号１番の案件について、質問等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 質問等がないようですので、報告第２号、番号１番、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。 

  続いて、番号２番について、事務局説明をお願いします。 

〇事務局 報告第２号、番号２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補足説明することはございませんか。 

○委員 ７６ページの図面を御覧ください。申請地の左側の農道が、土地改良区の境目にありま

して、そこで切れております。そこから先を、自分の農地へ入るための進入路として埋め立て

て利用したいということです。１，０１５平米のうち７３平米を利用したいという申請です。 

  自治会の同意、土地改良区の同意、計画図面も添付されております。 

○議長 春日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、報告第２号、番号２番、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。 

 これで、予定しておりました議事につきましては、全て終了いたしました。 

  各委員さんから質問、意見等はございませんか。 

〇委員 ちょっと、会長さんにお聞きしたいんですけど、養父市の視察を受け入れされた際に、

養父市の方から、特区について何か話がありましたか。養父市の特区について、あまり上手い

こといっていないということで、今後は特区についてはもう行わないというようなことが新聞

に載っておりましたが、そういった話は出ませんでしたか。 

○岸本好量会長 養父市に特区について、質問をしました。今、○○委員が言われたような、こ

れからする、しないというようなことは、言っておられませんでした。 

○委員 それと、１点、お尋ねしたいんです。農地法第３条による賃貸借権と、農業経営基盤強

化促進法による賃貸借権の違いというのは、どういったところになるのですか。 

〇事務局 すいません。事務局でございます。 

農地法と農業経営基盤強化促進法と、同じ賃貸借権なんですけど、どう違うのか、というこ

とを御質問いただきました。基本的に、農地法で許可を取られて貸借された場合には、契約が

１０年以上経過したとしても、お互いが貸し借りの合意解約をされるまでは自動更新になると

考えていただいたらと思います。 

そうした中で、農業経営基盤強化促進法の場合は、最長で１０年の契約期間で必ず、利用権

が所有者に返ってくる。引き続き契約する場合は、改めて利用権設定しなくてはならない。こ

れが一番大きな違いです。完全に終わるのか、自動更新になるかということです。 

今までは、農地法のみで貸し借りの契約を結ばれておったんです。そうした中で、大規模経
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営で優良農地の集約化を考えた時に、農地法では農地を貸したら返ってこないかもしれないと

いう不安感があり、なかなか優良農地が集まってこなかった。なので、農地法とは別に農業経

営基盤強化促進法という制度を作り、所有者の方が安心して農地を貸していただけるようにな

ったんです。このように理解いただいたらと思います。 

以上でございます。 

〇委員 分かりました。ありがとうございます。 

○議長 ほかにございませんか。 

〇委員 農地法第３条の報告の時に、「譲渡人がこれで農地がなくなった。」「まだ、数筆残っ

ている」など、報告していただいていると思いますが、これは本来報告すべき内容なんでしょ

うか。 

〇岸本好量会長 それについては、本来、農地法第３条の許可に関係ない話ですので、報告して

いただく必要がないこととなっております。 

○議長 よろしいですか。ほかにございませんか。 

ないようでしたら、これで第８回定例総会を閉会いたします。大変御苦労さまでした。 
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            議事録署名委員（８番委員）              ○印  

 

 

            議事録署名委員（９番委員）              ○印  


