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令和２年度 第９回定例総会議事録 

  

１．日 時  令和２年１２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 （２３名） 

 （柏原地域） １番 古倉 一郎  ２番 矢本 規夫   

 （氷上地域） ３番 芦田 義彦  ４番 足立 正典  ５番 金子 隆司 

  ６番 德田 義信  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   

（春日地域） 12番 臼井 光茂  13番 荻野 隆太郎 14番 近藤 眞治 

 15番 田川 良一    16番 婦木 克則 

 （山南地域） 17番 岸本 好量  18番 田中 耕作  19番 野垣 克已 

        20番 和田 憲治     

 （市島地域） 21番 荒木 嘉信  22番 杉山 重利  23番 髙見 由行  

 24番 橋本 慎司 

 

○欠席委員 （１名） 

        11番 足立 信昭  

           

○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 農地転用許可条件の変更申請承認について（第５条） 

  議案第 ５ 号 非農地証明願承認について 

  議案第 ６ 号 農地法第３条第２項第５号に定める別段の面積を定めることについて 

（下限面積の設定） 

  議案第 ７ 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 ８ 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 電気事業者による届出について 

  報告第 ５ 号 公共工事の届出について 

   

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９回定例総会を開会いたします。 

  初めに、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。 

それでは事務局から、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。事務局でございます。本日の定例総会、議席番号１１番の足立信昭委員

さんが欠席をされております。 

結果、２４名中、２３名が御出席いただいておりますので、農業委員会等に関する法律第２

７条により本会が成立していることを御報告させていただきます。 

あわせて、議案書の訂正を一点だけお願いいたします。議案書５８ページをご覧ください。

議案第３号、番号１番、春日地域の案件、登記現況地目がそれぞれ畑とありますが、後ほど詳

しく説明があるかと思いますが、一部無断転用となっておりますので現況地目の畑の後ろに・

雑種地を書き加えていただきますようによろしくお願いをいたします。 

大変申し訳ございませんでした。 

○議長 ありがとうございました。 

 

３．議事録署名委員の指名 

○議長 日程３番、議事録署名委員の指名については、丹波市農業委員会総会会議規則第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１０番、足立俊哉委員、議席番号１２番、臼井光茂委員、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。 

   

４．議事 

 

～ 議案第１号 所有権移転 番号１番～３４番 ～ 

～ 報告第２号 農地の形状変更 番号４番、５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。 

事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第１号、番号１番～１２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、２番を、議席番号〇番〇〇が説明します。 

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す。図面は８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。 

続いて、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８ページ、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

しております。 

  なお、この案件について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、１月以後に非農地証明の提出をするというものです。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

〇委員 番号３番、４番を、議席番号〇番〇〇が説明します。 

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、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。 

続いて、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、同じ

くに図面は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。 

  なお、譲渡人の農地が２筆残っていますが、いずれも本人によって、適正に管理されており

ます。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

〇委員 番号５番を、議席番号〇番〇〇が説明します。 

番号５番は、農地を売買により取得し、経営を開始したいというものです。図面は１１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、よろしくお願いします。 

〇委員 番号６番を、議席番号〇番〇〇が説明します。 

番号６番は、番号５番と同じく農地を新たに購入し、新規就農をするというもので、図面は

１２ページに示しています。 

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

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

しております。 

  また、この方は、新規就農ということで、農機具等は友人に借りたり、手伝ってもらったり

しながら作ると、そのように意欲満々でありました。 
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  それから、この畑については、栗の栽培を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。 

〇委員 番号７番を、議席番号〇番〇〇が説明します。 

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、図面は１３ペ

ージ、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、よろしくお願いします。 

〇委員 番号８番を、議席番号〇番〇〇が説明します。 

番号８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１５ペ

ージに示しています。 

  譲渡人が経営する農地所有適格法人に譲り渡すというものです。 

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。 

〇委員 番号９番、１０番を、議席番号〇番〇〇が説明します。 

番号９番、１０番は、農地を交換し、効率的に耕作したいというものです。図面は１６ペー

ジに示しています。 

  地域委員会としては、番号９番、１０番ともに、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。 

〇委員 番号１１番を、議席番号〇番〇〇が説明します。 

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。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

  また、申請人の夫は、〇〇で水稲・黒豆等を作っておりまして、農作業を手伝っているとい

うことで、経験も十分あるようです。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

 続いて、番号１２番を、同じく議席番号〇番の〇〇が説明します。 

番号１２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。 
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  この方は、近くに実家がありまして、実家の農業も一緒に手伝っておられるということで、

特に問題はないと確認しております。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長 氷上地域委員会からの確認報告が終わりました。非常にたくさんの案件がございますが、

順番に審議をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

  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。 

  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番ですが、番号６番と併議といたします。これは下限面積が関係しておりますので、

番号５番、６番を併議として、取り扱いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  番号５番、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５番、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５番、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。 

〇委員 異議ではないですが、前回から言われていますように、買受人が個人で、現在４０ヘク

タールを取得されておられます。そして、実際の農作業を、作業委託で、役員をされている会



 - 6 - 

社の従業員が農作業をされるという構成になっているように聞いております。その辺りは特に

チェックをするというか、問題にする必要は何もないのか、というところです。 

○議長 氷上地域委員会としては、どうでしょうか。 

〇委員 毎回、このようにたくさんの耕作面積がございますので、そういったことは気になりま

すが、特に放棄地があるとか、そして地元とのトラブルを起こしているとか、そういうことは

全く聞いておりません。また、あぜ草等につきましても、若干伸びていたら、地元から連絡が

あればすぐ、その日に対処するということで、しっかりとされているようです。 

現在、この申請人の方が、どこまで広げられて、どこまで対応されるか、今後この方がいつ

まで続けてされるか、その辺りはまだ先のことで、今現在におきましては、特に問題視するよ

うなことはないと思っております。 

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。 

 （「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。 

  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。 

  番号１１番について、質問、意見等はございませんか。 

〇委員 共有で取得されるようですが、その共有関係と、この場合は２分の１でお２人ですので、

さほど問題はないですが。例えば、多人数で共有の農地を取得することについて、農地法上の

問題はないのですか。 

○議長 氷上地域委員会、どうですか。 
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〇委員 同じ譲渡人から９月頃に申請がありまして、住宅の隣の畑を贈与で受けられるというこ

とで審議されました。今回は、この農地を新たにお二人の名義で申請して買われるということ

です。確認した点については、特に問題はないように感じられます。 

〇委員 御夫婦ということですか。 

〇委員 御夫婦です。 

〇委員 家族が同意したのであれば、共有で取得できるというように判断してよろしかったです

か、事務局。 

○議長 事務局、説明をお願いします。 

○事務局 失礼いたします、事務局でございます。御質問ありがとうございます。今回は御夫婦

で経営されますので、１つの農家世帯で、経営されるということが解るかと思います。仮に、

完全に別所帯の、他人同士共同で購入ができるかいうと、農地法的には可能でございます。 

ただし、許可の際に、土地の利用計画について、お２人が順番に使用する、半分ずつ使用す

る、というようなことで適正に利用いただけるということが確認できれば、許可をすることは

可能であると、そのようにお考えになっていただいて、問題ありません。 

○議長 よろしいですか。 

〇委員 結構です。 

○議長 ほかに、質問、意見等ございませんか。 

 （「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

番号１１番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１１番は、許可すべきものと決定いたします。 

  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。 

  続いて、青垣地域の案件について、事務局説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第１号、番号１３番～１９番、報告第２号、番号４番、５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１３番から１７番を、議席番号〇番〇〇が説明します。 

  番号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１９

ページに示しています。 

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

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

確認しております。 

続いて、番号１４番、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ページに示しています。 
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  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。 

  続いて、番号１５番、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ページに示しています。 

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

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

確認しております。 

  続いて、番号１６番、譲受人と譲渡人は従兄妹関係ということになり、贈与という形で農地

を譲り受け、経営規模を拡大したいというものです。図面は２１ページ、２２ページ、２３ペ

ージに示しています。 

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

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

確認しております。 

  なお、誓約書の添付ということになっております。これは住居の中に農地が含まれておりま

して、分筆後に非農地証明を提出するということを誓約されたものです。 

  続いて、番号１７番、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２４ページに示しています。 

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

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

確認しております。 

  なお、作業効率化のため畦畔を撤去するという形状変更届もされております。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

〇委員 番号１８番、１９番を、議席番号〇番〇〇が説明します。 

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２５

ページに示しています。 

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

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

確認しております。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

  番号１８番に関しては、かさ上げの届が出ておりまして、８８ページの番号５番です。この

農地について、９０センチかさ上げをしたいということです。地域の同意がされておりますの

で、よろしくお願いします。 

  続いて、番号１９番、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２６ページに示しています。 

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

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

確認しております。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長 青垣地域委員会からの確認報告が終わりました。たくさんの案件があり、また形状変更
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等がついているものもございますので、慎重に一つずつ審議をいたしますので、よろしくお願

いいたします。 

  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。 

〇委員 青垣地域委員会では、問題なしとして、確認はしていますが、この番号１７番の譲受人

と、前ページ番号８番の、法人の代表者の譲受人、２人は同一人物です。この辺りのことも、

これが良い悪いのではなく、こういうことができるのか、できないのか、その辺りについて、

事務局のほうから説明をいただけたらと思います。 

○議長 事務局のほうから説明ということですが、恐らく個人のものを法人で取得したり、この

ようにいろいろな形でこの方は、農地を移動されておられると思いますが、この辺りの一連の

ことが、それぞれに出てくるものですから、少し分かりにくいところがありますので、この方

の今回の一連の農地の移動について、連携性を持って説明をお願いできますか。 

〇事務局 失礼いたします。事務局でございます。御質問ありがとうございます。 

  この法人は、中心的役員の方が２名いらっしゃいます。基本的な活動エリアというのが、１

人が〇〇のあたりで、もう１人が〇〇のあたりでございます。大体その２つのエリアに活動が

集中しているという事であります。 

特に〇〇地域の農地については、法人へ全て所有権移転していこうかというところでござい
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ます。また〇〇地域については、代表者の方の御自宅がある近隣のところですが、ここについ

ては、あくまでも個人で取得をしておいて、個人経営でやっていこうかと、そういった思いを

持たれておられるようでございます。 

  〇〇以外のところは法人で、自宅の近隣のところは個人でやっていくんだという、そういう

思いを、おぼろげながらですが、計画をして、お持ちのように聞いております。 

○議長 よろしいでしょうか。 

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。 

○委員 先ほどもありましたように、法人の代表の方、農業法人の代表の方が取得されると。こ

の農地は、個人で農業をされるのか、法人がここを耕すのか、というのをまず教えていただき

たいと思います。どなたか分かる方おられますか。 

○事務局 確認しないといけません。直接聞いた方がいいですね、これについて。確認をさせま

しょうか。 

○委員 よろしいですか。なぜ聞くのかと言いますと、１年１作です。３条を取得して、１年１

作をしなければ、ほかの人に貸すこともできないし、転売もできないという縛りがある中で、

農業法人を経営されている方が、農地取得をしたときに、その取得した農地を法人が耕すとい

うのが、自然な流れではないかと思います。この田んぼは個人の分だからと言って、そこに使

った、例えばトラクターの使用料であったり燃料代であったり、やり取りをしなければならな

いとかいうようなことまで、細かいことが出てきますので、法人が耕作するというのが、すご

く自然なことだと思います。 

そして、そうなった場合に、法人の代表者が取得した個人名義の農地を、１年目から、経営

する法人が、１年１作を待たずに耕作することができるのかどうか。何か、１年１作の中でも

特例のような考え方ができるのではないかと思いますが、その辺りを少し教えていただきたい

と思います。 

○事務局 よろしいですか。失礼いたします、事務局でございます。御質問ありがとうございま

す。 

  大変申し訳ございません。特にこの個人で取得される分について、この農地を最終的に経営

として法人の方でされるのか、あくまでも個人の家の部分に残したかということ、そこまで聞

き取りできておりませんので、できれば少しお時間をいただければ、直接申請者の方にお話を

お伺いしようかなというように考えております。 

  現在では、議案書を見ていただいたら分かりますように、個人で約３８，０００平米。法人

で、８４，０００平米程度の経営部分がございますので、実際の経営の内容として分けられて

いるのか、改めて、今回確認させていただきたいと思います。できれば今しばらく、幾らかお

時間をいただきたいと、このように思っております。 

それに併せて、個人で取得をしたものを、例えば直ちに自分が経営する法人に、貸し出すよ

うな形になった場合について、法律的に問題はないのかということも、併せて確認をしてまい

ります。 

  今しばらくお時間をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長 よろしいですか、今の内容で。 

○委員 とりあえず聞いてみないと、分かりませんね。 
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○議長 その内容の質問です。確認をいただいて、後ほど報告の上、採決をとりたいと思います

ので、この番号１７番につきましては、後に残しておきたいということで、よろしくお願いい

たします。 

  ほかに、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 それでは、採決については後ほどにいたしますので、よろしくお願いいたします。 

  続いて、番号１８番について、先に進めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

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。 

  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。 

  失礼いたしました。番号１８番の案件につきまして、８８ページの５番、形状変更のかさ上

げのことにつきましても、併せて御承知おきいただきますように、よろしくお願いいたします。 

  続いて、春日地域の案件につきまして、事務局説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第１号、番号２０番～２５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したいのですが、番号２０番、２１番を先にお願い

いたします。 

○委員 番号２０番、２１番を、議席番号〇番〇〇が説明します。 

番号２０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もので、図

面は２７ページに示しています。 

すぐ近くで、お父さまが住まわれておられまして、そこに住宅を建てて、農地を取得したい

ということです。 

  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、よろしくお願いします。 

  続いて、番号２１番ですが、図面は２８ページに示しております。図面を見ていただきます

と、この土地は左側にちょっとした作業場がございまして、ここについては、取得される方の

土地になっております。また、左側に市道が走っておりますので、作業場の土地から今回の申

請地に進入できるようになっております。 

そういったことで、３条で農地を取得し経営規模を拡大したいということです。 
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  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、よろしくお願いします。 

○議長 ありがとうございました。 

番号２２番は農業委員会法第３１条の該当がありますので、番号２０番、２１番を先に審議

をいたします。 

まず２０番について、質問、意見等はございませんか。 

 （「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

番号２０番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

 番号２１番について、質問、意見等はございませんか。 

〇委員 失礼します。議席番号〇番〇〇ですが、これは、左側が農作業小屋と言われましたが、

ここから進入をするのですか。 

○委員 そういうことです。自分のところの土地ですので、そこから進入できます。ここに、ち

ょっとした機材を置かれておりますので、そこの機材を使いながら、耕作されます。 

〇委員 それで、ここはもう雑種地か何かなのですか。転用になっているのでしょうか。 

○委員 いえ、畑です。左側は畑となっております。 

〇委員 畑ですか。 

○委員 畑です。左の小屋があるところですね。８月に２ａ未満の届出をされています。それで、

後残りは畑でございます。 

○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） 

○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。 

  次の番号２２番ですが、農業委員会法第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 番号２２番について説明をお願いいたします。 

○委員 番号２２番を、議席番号〇番〇〇が説明させていただきます。 

  図面は２９ページに示しています。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ことです。 

この方は、〇〇というところに住所がなっておりますが、実は〇〇地内にも家を買われてお

られまして、農機具等も持たれておられます。 

そして、この図面見ていただいたら、道路側に面していますが、前から申請地を通りながら、
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南側の農地を耕作されておられました。今回、申請地を取得して、経営規模を拡大したいとい

うことです。現在、土日祝日等にこの方がここへ何回も来られて、作業をされておられます。 

  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、よろしくお願いします。 

○議長 番号２２番の説明が終わりました。 

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。 

 復席をお願いします。 

 

（該当委員復席） 

 

○議長 続いて、春日地域委員会より、番号２３番、２４番、２５番の説明をお願いいたします。 

〇委員 番号２３番を、議席番号〇番〇〇が説明します。 

  農地を売買により取得し、家庭菜園を営むものです。 

申請農地は、空き家と附随して、住まいるバンクに登録され、１１月の総会で別段面積の設

定を許可された農地であります。図面は３０ページに示しています。図面を見ていただきます

と、すぐ隣に空き家がありますが、そこへ申請人は居住をし、耕作をするということです。 

  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。 

農地については、最近まで管理されて、良好な農地であることを確認しております。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

  続いて、番号２４番を、議席番号〇番の〇〇が説明します。 

  番号２４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３

１ページに示しています。 

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

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

確認しております。 

  なお譲渡人は、都会に出られ、全ての農地を同地区内の譲渡人に譲り渡して、農業経営を廃

止されます。   

御審議のほど、よろしくお願いします。 

〇委員 番号２５番を、議席番号〇番〇〇が説明します。 

  番号２５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３

２ページに示しております。 
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  農地は角の一部でして、隣に農地をお持ちの方が取得されるということで、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２３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２３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２３番は、許可すべきものと決定いたします。 

 番号２４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２４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２４番は、許可すべきものと決定いたします。 

番号２５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２５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２５番は、許可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、番号２６番～２９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２６番を、議席番号〇番〇〇が説明します。 

  番号２６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３３

ページ、３４ページに示しています。 

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

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

確認しております。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○委員 番号２７番を、議席番号〇番〇〇が説明します。 

  番号２７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３５

ページに示しています。 

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

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

確認しております。 
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御審議のほど、よろしくお願いします。 

〇委員 番号２８番、２９番を、議席番号〇番〇〇が説明します。 

番号２８番、２９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２８番、２９番は、耕作の利便性から、交換という形で申請が挙がっております。図面

は３６ページに示しています。 

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

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

確認しております。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長 山南地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号２６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２６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２６番は、許可すべきものと決定いたします。 

番号２７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２７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２７番は、許可すべきものと決定いたします。 

番号２８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２８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２８番は、許可すべきものと決定いたします。 

番号２９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２９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２９番は、許可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きまして、事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第１号、番号３０番～３４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３０番を、議席番号〇番〇〇が説明します。 

  番号３０番は、農地を売買により取得し、農業経営を開始したいというもので、図面は３７
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ページに示しています。 

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

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

確認しております。 

農機具などの購入も予定されており、譲渡人所有の屋敷も買い受け、入居される予定です。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

〇委員 番号３１番を、議席番号〇番〇〇が説明します。 

  番号３１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３８

ページに示しています。 

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

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

確認しております。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

〇委員 番号３２番、３３番、３４番を、議席番号〇番〇〇が説明します。 

  番号３２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３９

ページに示しています。 

  現在この農地は、譲受人が耕作しています。 

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

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

確認しております。 

番号３３番は、農地を売買により取得し、経営を開始したいというもので、図面は４０ペー

ジに示しています。 

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

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

確認しております。 

なお、住所が〇〇ですが、空き家バンクを通じて家屋を購入しており、地元の自治会、農会

等には話を通しているということです。この右側の農地が、番号３３番の申請のあった農地で、

その真ん中の家を購入されております。 

農機具についても、譲渡人から購入済みですので、よろしくお願いします。 

番号３４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４０

ページに示しています。 

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

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

確認しております。 

  御審議のほど、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３０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３０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３０番は、許可すべきものと決定いたします。 

  番号３１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３１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３１番は、許可すべきものと決定いたします。 

  番号３２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３２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３２番は、許可すべきものと決定いたします。 

  番号３３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３３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３３番は、許可すべきものと決定いたします。 

  番号３４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３４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３４番は、許可すべきものと決定いたします。 

先ほどの質問があった件につきまして、事務局、よろしくお願いいたします。 

すいません、４ページの番号１７番について。 

〇事務局 失礼します。事務局でございます。 

  まず番号１７番の案件でありますが、番号８番のところで、株式会社である農地所有適格法

人と、また１７番では、その代表者とで申請が今回出てきておりました。申請者に確認をしま

したところ、本日については取下げを一旦させてほしいということで、改めて整理をした上で、

再申請ということで確認が取れました。大変申し訳ないのですが、４ページの番号１７番につ

きましては、取下げということで、議案書から削除をお願いいたします。 

  関連でありますが、８８ページの番号４番です。８８ページの番号４番の形状変更届につき

ましても、お手数ですが取下げということで、議案書から削除をお願いいたします。 

  ２点目の報告でございますが、先ほど〇〇委員からご質問がありました、農地所有適格法人

の代表者が個人で取得して、正しい作付けができるかというお話でございますが、農地所有適

格法人の場合には、法人として、購入が可能でありますので、それをあえて個人で取得する理

由は見当たらないということになります。結論から言いますと、個人で取得する部分について
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は、個人経営。農地所有適格法人で取得する部分については法人経営ということで、入り口時

点での整理が必要ということになっております。 

〇委員 農業に限らず、いろいろな工場であったりお店であったり、会社がしているというとこ

ろが、例えば、その隣の農地を、駐車場に取得したいという場合。土地を取得する際は、会社

の代表者が土地を取得して、その土地を会社に貸すというやり方が実際非常に多いです。農業

の法人にしても、法人の状態であったりと様々あるので、一概には言えませんが、法人が不動

産を所有するのではなく、全て借りてするという考え方のところももちろんあるかと思います。 

そのような場合、農地取得は個人であれば、１年１作は会社ではなく個人で農業をしなけれ

ばいけませんと、非常にややこしいです。この田んぼの分は個人のものだと、分けるのが非常

にややこしいです。 

現実的に、田んぼを手放したい人が非常に多く、それを引き受けようという人はほとんどな

いわけですが、農地所有適格法人というところは、丹波市でも多くあるわけですが、その多く

はほとんど大規模でされているというのがたくさんあると思います。そのような時に、自分が

作っているところを買ってほしいと言われた場合、法人では買えません。経済的な理由があっ

たり、いろいろな理由で、法人では買えないが個人だったら買いますということが起こり得る

と思います。ほかの産業だと、それがもう一般的ですから。 

そのような場合に、入り口からもう法人で買わなかったら、法人で耕作１年目からはできま

せんという、一律にそんなことを言うのはどうかと。何とか、その農地を、順調に耕作し続け

ることができるようにするためにも、「農地所有適格法人であれば」というような条件であっ

たり、「認定農業者、認定を受けとる」というような条件だったりを、付けたりして、何とか

１年目から代表者個人が購入した農地を、代表者が経営する法人が耕作するということができ

るような道筋というのは必要だと、私は思います。 

○議長 今、○○委員のほうから質問がありました。とりあえず番号１７番については、今回取

下げということになっておりますので、これについて審議はいたしません。 

  ただ、先ほど〇〇委員のほうから出ております、そのことにつきまして、二、三御意見をい

ただいていきたいと思いますが、御意見どうですか。 

〇委員 再三していますが、今の話であれば、農地所有適格法人ということは、その法人の売上

が２分の１以上、無いと取れないんですよね。ですから他業種で、農業参入をされている会社

は多くあるわけですが、そういった会社である場合と、そこを区別するべきかという、問題も

一つでてくると思います。それについては一番初めに、私が御質問を差し上げた内容とも少し

関連していますが、その辺りをどう見るのか。 

それと、やはり法人であればあるほどですね、個人とでは全く別人格なので、将来的に考え

て、永続的に、その法人の方がそこを作業委託していけるものか。あるいは現状は、そこの作

業委託契約を正式に結ばれているのかどうか、その辺りの確認をすべきではないかと、私は思

っています。 

○議長 恐らく個人のものを、法人に貸すということで、利用権設定のような話ができます。た

だ今回は、個人で購入したものを、３条だと１年目は購入した方が、最低でも作らないといけ

ないということになりますので、それについて、１年目から代表者の経営する法人が耕作する

ということがどうなのか、ということが、多分論点になると思いますので、それについて、御

意見をいただきたいと思います 
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〇委員 ちょっと、論点ずれておりますので。 

○議長 いえ、そんなことはないと思います。 

〇委員 ずれていますが、併せて考えたいと思います。 

〇委員 今、説明がありましたように、いわゆる法人が適格法人でない。農地は取得できないと

いうことで。ところが農業経営はやっています、という状況がありますよね。そしたらそこへ、

農地を集積していって、将来的に適格法人になれるような規模に、農業規模をしていこうとす

るなら、その経営者個人が、その農地を取得して、そしてそれを法人のほうに貸し付けて、将

来的に適格法人になれるような規模に近づけていくというような手段が必要でないかというよ

うに思います。 

私はできれば、個人が取得した代表者名義の農地を、法人に貸し付ける。それについては１

年目からでも良いとしていただきたいというように思います。 

実は、私は１月から法人にしますが、息子の仕事が造園や土木なので、それと一緒にして法

人にします。当然そちらの仕事の売上のほうが、従業員も抱えてやっておりますので、大きく

なります。そうすると、今言ったような問題が、必ず出てくるというようになります。 

ですが、やはりこれから農業に参入しようという、人たちが農業に参入しやすいような状況

を作っておかないと、もう既にありましたように、平均年齢が７０歳だというような丹波市に

おいて、これがもう必ず少しずつでも高齢化が進んでいくというのは、もう目に見えた状態で

す。そうすると耕作放棄地はどんどん増えていくということになるというように思いますので、

やはりそれは、もう早目にそういう道を開いていくということは、必要でないかなというよう

に思います。 

○議長 ありがとうございます。 

  ほかに質問、意見はございませんか。 

○委員 少し聞きにくかったのですが、番号１７番の取下げというのは、どういう理由でしたか。 

〇事務局 失礼します。事務局でございます。 

  今回、代表者個人の申請となっていますが、確認をしたところ、経営は〇〇という番号８番

の農地所有適格法人で、経営をしているということなので、譲受人が異なるということになり

ますので、一旦取り下げて、改めて法人で出しますということの取り下げでございます。 

〇委員 そういうことであれば、こういった案件は出さなくてもいいのではないですか。もとも

とそうされるのであれば、なぜ個人でされるかというのが疑問だったので分からなかったので

すが。する意味があるのかどうか、そこから問題だと思います。ここで議論してもどうしよう

もありません。そこから始まって、２通りでいかないと。そういう道筋ができるのであればい

いですが。 

〇事務局 失礼します。事務局でございます。 

  今回、個人で申請されたその理由というのも確認しましたが、隣接する土地を代表者個人の

名義で持っていることがあります。それで、代表者の地元の集落でもあるので、個人所有で持

ちたいという思いで、個人申請をされております。 

〇委員 なかなかややこしいですね。そういうストーリーになるのだとしたら、適格法人で、申

請をしていただいたほうが、私はいいと思います。そんなややこしいことをしなくても。 

〇委員 今の件ですが、番号８番。この農地については、自分の名義で買われて１年耕作され、

その次に会社へ移されるというというものです。それも売買によってですが。会社を立ち上げ
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られて間がないので、なかなかお金もうけがなかなか難しい。個人の土地だったら、案外動か

しやすいのですが、会社を立ち上げて、そこである程度経営が成り立って来るまでは、なかな

か土地を動かすのはしにくいと。個人の名義のほうが土地を動かしやすいだろうという部分も

あるのではないかということを、直接本人から話しを聞いている中で感じました。 

  ゆくゆくは、個人名義で買った分も、会社のほうへ移したい。それから農機具についても自

分の農機具を会社のほうへ提供したりされています。法人を立ち上げられたという方もこの中

にもいらっしゃると思いますが、その辺りの帳簿の仕方というのか、経営の回し方というのは、

難しいところもあり、相当の課題だろうと感じはします。 

○委員 そうしましたら、この経営の内容まで私たちが入っていくのだったら、それで良いかと

いうようになってしまうので、そこまで私たちは入れないと思います。今回の問題について決

まりごとがないですから、内容を聞いていくと、「ああ、そうしてあげた方がいいな。」とい

う解釈はよく分かりますが、私たちはそこまで踏み込める立場ではないですので、皆さんの意

見を聞いてみたいと思います。 

〇委員 そうではなく、１年１作という縛りを、農地法で言っているのではないと思います。ど

こが言っておられるのですか。兵庫県ですか。もちろん耕作目的で取得するのですから、１年

目から人に貸すために、農地を取得するのはだめだと思います。 

それはそれとして、農地法の絡みで、こういう決まりがあるというのは十分分かるのですが、

今の代表者が取得して、その人が経営する、農地所有適格法人にすぐに貸すということを、何

とかできるようにする手だてがないものかどうかと。 

下限面積にしましても、農地法では、５０アールとなっています。それを丹波市は、農振農

用地で３０アールと除外地で１０アール、１アール設定まで作っています。こういうことで丹

波市はやりますというようなやり方ができていますので、１年１作というルールに限っては、

いろいろな条件をつけたらいいと思います。先ほど、〇〇委員が言われたような心配な部分も

ありますので、「こういう場合には認められる。」というようなことを作ってでも、何とかそ

ういうことができる制度作りができないのかなということを、申し上げたい。 

〇委員 いえ、それはよく分かりますが、それを決め事にしてしまうかどうかいう問題です。こ

の場合はこうしようとか。次の場合、違うとかいうことになってくると思います。適格法人に

貸す場合でも、いろいろな判断が出てくると思います。 

〇委員 話がややこしくなりますが、貸さずにお願いをする。作業委託をすると。 

〇委員 作業委託でいいと思います。草刈りをして、田植えとか稲刈りを全部自分でします、作

業委託。もうこれで、終わってしまいます。 

〇委員 確かに見え見えですが。 

〇委員 見え見えですがそれは、それでいいと思います。そうでしょう。それだとだめなのです

か。作業委託は。 

全面するのでないですよ。水稲みたいにですね。草刈りはします。まあこれはもうその上の、

するのかどうかそれは分かりませんが、ここで決めるのでしたら、作業委託しかないかと思い

ます。 

〇委員 あくまでも経営主体は、譲受人が経営主体なので、作業委託契約を結んで、機械作業は

お願いすると。 

〇委員 私はそういう考えにしておりましたが。 
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○議長 失礼します。それではちょうど今、〇〇委員が一番初めにお話しさせていただいたよう

に、法人化というのが多分進んでいると。そこで、進んできた中で、３条で代表者個人が取得

した場合、すぐに法人に預けられるかという。その辺りが多分難しい問題になってくるのでは

ないかと思います。そうしないと、法人の経営と、個人の経営と、２つ出していかなければい

けませんから、そういうようないろいろな形になってくると思いますので、その辺りの論点を

整理しながら。 

○委員 少しよろしいですか。 

  取得したときに、作業委託で任せばいいと言われますが、農業経営を代表者がするというこ

とになります。場合によっては、例えば農業者年金の受給者であったとしたら、そうした場合

に農業者年金が止まるというようなことが起きてくるとか、いろいろな絡みがあるので、一律

にそれは言えない、作業受託で任せばいいだけではないということが出てくると思います。 

〇委員 それではどうすればいいのですか。 

○委員 そういった手だてが、とれないかどうか。とりあえず調べていただいて、何とかそれが

できるように、できないものなのかなということを言っているのですが。 

〇委員 会社のほうがいいのですか管理は。 

〇委員 本当は会社のほうがいいです。 

〇委員 個人で買わなくても、法人で営業していたらそれでいいと、個人で買ったものを会社へ、

そして、作業委託や何だとすること自体、その辺りは、会社の経営としてはどうかなという感

じですね。 

〇委員 その辺りは、私からしたら邪道ですね。問題はありますが、邪道なやり方ですね。こん

なんだと大変失礼だと、本当でしたら会社を立ち上げた代表でしたら、会社が買ったほうがい

い。いろいろ何かがあるから、そういった遠回しで買われるってことになっていると思います。 

○議長 まあ農業法人の場合、会社はあくまで全部借りという場合もございますね。 

〇委員 それはそれでいいです。 

○議長 ですからそういう場合に、買ったらすぐ貸せるかという、そういうことが出てきますよ

ね。 

いろんな場合があります。先ほどの〇〇委員から言っていただいたとおりに、いろんな場合

の、年金をはじめいろんなものがついて回りますので、その辺りをちょっといろんなところで

調査なり、研究させていただいて、改めてちょっと議論なりしていきたいということで、今月

については、その分について預かりとさせていただいてよろしいですか。 

〇委員 それでも、１年１作については、やはり規則は規則ですから。 

○議長 そのあたりも含め。 

〇委員 完全にそこら辺はですね。 

○議長 おそらく、そのあたりが議論になろうかと思いますが、少しいろんなものを想定して、

研究させていただいて、改めて議案として出させていただいたり、運営委員会で相談させてい

ただいたりして、この案件については進めていきたいと思いますが、よろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 それでは第３条につきましては、終わりということで、少しお時間がありますが、４２

ページの第４条のところまでは進めたいと思いますので、今しばらくお願いいたします。 
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～ 議案第２号 番号１番、２番 ～ 

 

○議長 それでは議案第２号の、農地法第４条の規定による農地の転用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、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、議席番号〇番〇〇が説明をいたします。 

  番号１番は、露天駐車場にするための申請です。図面は４３ページに示しています。 

  申請地は、第１種農地と判断されますが、集落に接続して、設置される日常生活上必要な施

設になり、例外的許可事由になると考えられます。 

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

また、転用面積は事業計画に対して妥当なものであり、農地法第４条第６項各号には該当せ

ず、いずれも申請内容に問題がないことを確認しております。 

  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。 

  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。 

  続いて、市島地域の案件について、事務局説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第２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、自宅をカフェに改装し、その露天駐車場として利用するための申請です。図面

は４４ページに示しています。 

  農地区分は、街区の面積１２，９２７平米に占める宅地の面積、７，０９１平米の割合が５

４．９パーセントで、４０パーセントを超えるため、第３種農地と判断いたしました。  

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

また、転用面積は事業計画に対して妥当なものであり、農地法第４条第６項各号には該当せ

ず、いずれも申請内容に問題がないことを確認しております。 

  御審議のほど、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。 
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  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。 

  続いて、４５ページ、第４条の規定による農地等の一時転用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、一時転用許可申請、番号１番朗読。 

○議長 事務局より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、かさ上げによる農地改良を目的にした一時転用の申請です。図面は４６ページ

に示しています。 

  農地区分は、農用地区域内となるための、丹波市長から「当該土地を一時的な利用に供する

もので、農地に復元するため、丹波市農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼす恐れはな

い」との意見書が提示されています。 

  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も確実であり、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、休憩を取りたいと思います。３時半に再開いたしますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 

（休  憩） 

（再  開） 

 

～ 議案第３号 所有権移転 番号１番～１１番 ～ 

～ 議案第３号 使用貸借権設定 番号１番、２番 ～ 

 

○議長 議案第３号、農地法第５条の規定による農地等の所有権移転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番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 
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柏原地域委員会からの確認報告を、お願いいたします。 

○委員 番号１番を、議席番号○番○○が報告いたします。 

  番号１番、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５０ペー

ジに示しています。 

  申請地の農地区分は、前面道路に上下水道管が埋設されており、小学校、高校、歯科医院が

５００メートル以内にありますので、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。 

  続いて、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３号、番号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、議席番号○番の○○が説明します。 

番号２番は売買により取得し、駐車場として利用するための申請です。図面は１８ページに

示しています。 

申請地の右側に空き家住宅もあり、この住宅を購入され、駐車場がなかったので駐車場とし

て利用されるためのものであります。 

申請地の農地区分は、住宅等が連たんする地域に近接し、農業公共工事の対象になっていな

い小集団の生産性の低い農地となるため、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のものであり、農地法第５条第２項各号には該当せず、いずれ

も申請内容に問題がないことを確認しております。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

  また、代替地等の選定表も添付されております。 

○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、許可相当と意見を付して、進達することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長 異議がございませんので、番号２番は許可相当と意見を付して、進達すべきものと決定

いたします。 

  続いて、青垣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、番号３番、４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３番、４番を、議席番号○番○○が説明します。 

  番号３番は、売買により一般住宅として、利用するための申請です。図面は２５ページに示

しています。 

  申請地の農地区分は、〇〇（公共施設）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。 

続いて、番号４番を、同じく議席番号○番○○が説明します。 

番号４番は売買により、一般住宅として、利用するための申請です。図面は２５ページに示

しています。 

申請地の農地区分は、〇〇（公共施設）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のものであり、農地法第５条第２項各号には該当せず、いずれ

も申請内容に問題がないことを確認しております。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

○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３番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

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

（「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。 

  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。 

  続いて、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５番～８番朗読。 
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○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５番、６番を、議席番号○番○○が説明します。 

  番号５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５１ページに

示しています。上下水道が埋設された道路の沿道にあり、５００メートル以内に、医療機関、

小学校があるため、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ものと思われます。 

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

申請内容に問題がないことを確認しております。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

続いて、番号６番です。売買により、一般住宅として利用するための申請です。図面は２７

ページに示しています。 

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。 

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。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

〇委員 番号７番を、議席番号○番○○が説明します。 

  番号７番は、売買により貸露天駐車場として利用するための申請です。図面は５２ページ、

５３ページに示しています。 

  申請地の農地区分は、農地の集団規模が１０ヘクタール未満のため、第２種農地と判断され

ると考えます。 

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

また、転用面積は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。 

さらに、譲り受けた後、○○にある○○が、工事の後、露天駐車場として、横にある建物も

利用しながら、丹波地方の拠点として、毎月の社会貢献活動や、社員の研修にも大いに利用し

たいということです。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

〇委員 番号８番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号８番は、売買より取得し、貸露天駐車場として利用するための申請です。図面は５４ペ

ージに示しています。ページの下のほうにある小さな土地です。図面を見ていただいたら分か

りますが、申請地の農地区分は、上下水道管が埋設され、５００メートル以内に〇〇（公共施

設）、病院が存在するため、第３種農地と判断されると考えます。 

  申請人の譲受人は、○○の役員であり、近年の○○、○○の増加に伴い、近接する土地で駐

車場用地を探しておりました。今回、申請地の譲渡の話がまとまり、申請地を駐車場６台分と

して整備し、○○との間で使用貸借契約を結び、露天駐車場として使用されます。 

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

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



 - 27 - 

  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５番について、質問、意見等はございませんか。  

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号５番について、許可相当と意見を付して、進達することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

定いたします。 

 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。  

（「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。 

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、山南地域の案件につきまして、事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第３号、番号９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９番を、議席番号○番○○が説明します。 

  番号９番は、売買により一般住宅として、利用するための申請です。図面は５５ページに示

しています。 

申請地の農地区分は、街区の面積における宅地面積が４０パーセント以上であるため、第３

種農地と判断されます。 

隣接所有者、地元等の同意も得られ、周辺農地の営農への支障はないものと思われます。 
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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、現地を確認しましたところ、既に造成されていたため、始末書を添付していただいて

おります。 

始末書の内容は、「私は、平成８年頃に下記の土地に盛り土と整地工事をいたしました。当

時しかるべき申請を怠っていたことを、最近になって知らされ、深く反省しております。今後

は二度と同様のことがないようにいたしますので、このたびの申請につきましては、何とぞ御

配慮を賜りますようよろしくお願いします。」ということで、譲渡人の方から出ております。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長 山南地域委員会からの確認報告が終わりました。 

 番号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きまして、事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第３号、番号１０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１０番、１１番を、議席番号○番○○が説明します。 

  番号１０番、１１番は、譲受人が同一人物で、一体開発のため、併せて説明いたします。 

番号１０番、１１番は、売買により露天資材置場として利用するための申請です。図面は５

６ページ、５７ページに示しています。 

農地区分は、土地改良の入っていない甲種、第１種、第２種、第３種農地のいずれの要件に

も該当しない農地であり、具体的には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のため、その他の農地、第２種農地と判断されます。 

隣接農地はなく、地元の同意も得られ、農地法第５条第２項の各号には該当せず、申請内容

に問題がないことを、確認しております。 

また３，０００平米を超えて、３，５２６平米のため、市の開発要綱を申請されております。 

御審議のほど、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。 

  この番号１０番、１１番は併議とさせていただいて、大規模案件になりますので、隣接する

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 １２月１６日に、正副会長や地元委員さんとともに、現地を確認いたしました。５６ペ

ージの図面を御覧いただきますと、図面のとおり周辺全体を蛇が回ったように河川で取り囲ま

れております。周辺農地とかけ離れた特異な地形でありますので、周辺農地には影響ありませ

ん。申請人が利用することが最適であると考えますので、問題はないと思われます。 

○議長 ありがとうございました。それでは確認報告が終わりました。 
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 番号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１０番、１１番は許可相当と意見を付して、進達すべき

ものと決定いたします。 

  続いて、５８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。 

  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○番の○○が説明します。 

  番号１番は、使用貸借権を設定して、一般住宅を建築するものです。図面は５９ページに示

しています。 

  譲受人は、譲渡人と同居の家族で、孫に当たります。 

  申請地の農地区分は、農地の集団規模が１０ヘクタール未満であるため、第２種農地と判断

します。 

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

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、始末書が添付されております。 

  この現況地目に当たって、雑種地を追加していただきましたが、この雑種地というのは、こ

の始末書の中身のことであります。春日町時代のものが含まれるものです。 

  始末書です。「農地法第５条による許可を得ないまま、昭和６０年頃から構造物を建てて、

農機具の雨よけや休憩場所として使用していたこと、誠に申し訳なく、反省しております。今

後はこのようなことがないように注意いたしますので、本許可を受理くださいますようお願い

いたします。」 

  以上が添付されております。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。 

  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、使用貸借権設定、番号２番朗読。 
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○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２番を、議席番号○番○○が説明します。 

  番号２番は、譲受人が一般住宅を建設するため、親子間で使用貸借権を設定し、転用する申

請です。 

  農地区分は、街区の面積、６，５８１平米に占める宅地の面積、５，２９３平米の割合が、

８０．４パーセントで、４０パーセントを超えているため、第３種農地と判断されると考えら

れます。 

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

  また、使用貸借契約書も添付されております。 

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

内容に問題がないことを確認しております。 

  また、事業計画変更理由書が、申請人より提出されているので、読み上げます。 

  「私は、下記の土地について、平成１４年８月１６日に一般住宅、物置、露天駐車場を転用

目的とした農地法第５条の許可を得て、所有移転登記手続きを終えましたが、その後、諸事情

による資金不足により、申請地の一部、１５３平米、○○の土地に、一般住宅を建設するのが

精いっぱいで、土地全体を転用することができず、現在まで放置しておりました。当初の計画

を遂行できなかったことについて、誠に申し訳なく反省しておりますが、今後残地の一部、２

３８平米、○○の土地に、長男が新居を建築する話がまとまり、改めて農地法第５条申請に及

ぶこととなりましたので、何とぞ十分な御配慮をお願い申し上げます。 

  なお、北側の残地、１７６平米、○○の土地については、畑として耕作利用する予定で

す。」というものです。 

御審議のほど、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。 

   

～ 議案第４号 番号１番 ～ 

 

○議長 続いて、６２ページ、議案第４号、農地転用許可条件の変更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。 

〇事務局 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。 

  青垣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。 
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  今回の申請の土地は、令和２年１月２７日付で転用許可された土地でございます。図面は６

４ページに示しています。 

  当初は、この転用期間を令和３年１月２９日までとしておりましたが、このたびそれを変更

して、令和３年５月３１日までの期間延長という形で、申請が出ております。 

この土地については、山の中に堰堤を建設するための進入路でございまして、建設すること

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。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長 青垣地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  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。 

  議案第４号、農地転用許可条件の変更申請承認について、変更承認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、議案第４号、農地転用許可条件の変更申請承認

について、変更承認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５号 番号１番～１２番 ～ 

 

○議長 続いて、６５ページ、議案第５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５号、番号１番、２番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  柏原地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号１番を、議席番号○番○○が説明します。 

  番号１番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は６８ページに示しています。 

  １２月１５日に現地を確認しました。現地は既に駐車場として使用されており、農地への復

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

  地目変更ができた場合は、現在使用している隣接の方が買い受け、引き続き駐車場として利

用するというように聞いております。 

  また、農地でなくなった時期は、昭和５２年ごろからで、地元自治会と隣接者の証明もあり、

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

としては証明することに問題ないと考えています。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○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６９ページに示しています。 

  １２月１５日に現地を確認しましたところ、山のそばに隣接しており、竹や雑木がその根を

広げて、畑としての耕作はできなくなっております。農地への復旧は困難であり、周囲の状況
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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５５年ごろからで、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。 

○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。 

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。 

  続いて、氷上地域の案件につきまして、事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第５号、番号３番～５番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

氷上地域委員会からの確認報告ですが、まず番号３番につきまして、農業委員会法第３１条

に該当する方がありますので、退席をお願いします。 

 

（該当委員退席） 

 

○議長 まず、番号３番について、議論いたします。 

  番号３番につきまして、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３番を、議席番号○番の○○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７０ページに示しています。 

１２月１４日に確認したところ、現地は農業用倉庫となっております。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いて、昭和６０年ごろからで、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。 

○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。 
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  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。 

  復席をお願いいたします。 

 

（該当委員復席） 

 

○議長 続いて、番号４番、５番につきまして、氷上地域員会からの確認報告をお願いいたしま

す。 

○委員 番号４番と５番を、議席番号○番○○が説明します。 

  番号４番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は７１ページに示しています。 

１２月１４日に確認したところ、現地は住宅跡地となっており、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について、昭和１０年ごろからで、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。 

続いて、番号５番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は１６ページに示していま

す。 

１２月１４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について、昭和６１年ごろからで、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。 

○議長 氷上地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  まず番号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。 

  続いて、青垣地域の案件につきまして、事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第５号、番号６番、７番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 
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  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、７番を、議席番号○番○○が説明します。 

  番号６番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は２１ページに示しています。 

１２月１４日に現地を確認したところ、○○は露天駐車場、○○は農業用倉庫、○○は竹林

となっており、農地への復旧は困難であり、周囲の状況から見て非農地と判断しても、特段に

影響がないと見込まれます。 

また、農地でなくなったのは、○○、○○が昭和５２年ごろ、○○は、昭和４０年ごろから

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。 

  続いて、番号７番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は２１ページに示していま

す。 

１２月１４日に現地確認したところ、農業用倉庫になっており、農地への復旧は困難であり、

周囲の状況から見て非農地と判断しても、特段に影響がないと見込まれます。 

また農地でなくなったのは、昭和５０年ごろからで、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。 

○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、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、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。 

続いて、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５号、番号８番、９番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  春日地域委員会からの確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号８番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号８番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は７２ページに示しています。 

１２月１５日に地域委員会で確認したところ、現地は進入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は平成３年ごろからで、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
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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。 

〇委員 番号９番を、議席番号○番○○が説明します。 

  番号９番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は７３ページに示しています。 

１２月１５日に確認したところ、現地は明らかに山林化しており、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４０年ごろで、隣接者の証明はありますが、地元自治

会長の証明が添付されておりません。 

従いまして、願出人より疎明書が提出されております。疎明内容を確認いたしましたところ、

内容に相違なく、押印されていない理由は妥当性に乏しい上、本証明自体が事実証明であるこ

とから、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。 

  以下、疎明書をかいつまんで、説明いたします。 

  「今般上記土地の、非農地証明願をするに当たり、自治会長証明書が添付できておりません。

それまでに、令和２年１０日６日及び１２月４日に自治会長に現状を説明し、証明書発行をお

願いしました。現地の状況に問題があるため証明書発行をしていただけないのではなく、別の

案件の経緯で、協力をいただくことができないと、自治会長の口から伺いました。 

  現状が山林化しているのなら、証明書に代えて、疎明書を添付して、非農地証明書を出せば

よいとの助言もいただいております。 

  つきましては、現地が山林化しており、農地としての利用は大変困難であることから、自治

会長証明書に代え、本疎明書を添付し願い出を行います。」 

  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。 

  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。 

  続いて、山南地域の案件につきまして、事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第５号、番号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、議席番号○番○○が説明します。 
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  番号１０番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は７４ページに示しています。 

１２月１１日に確認しましたところ、現地の○○は山林で、○○は原野となっております。

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は、昭和５０年ごろで、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。 

〇委員 番号１１番を、議席番号○番○○が説明します。 

  番号１１番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は７５ページに示しています。 

１２月１１日に確認したところ、現地は竹林となっており、農地への復旧は困難であり、周

囲の状況から見て非農地と判断しても、特段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年ごろからで、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。 

○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。 

（「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。 

  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。 

続いて、市島地域の案件につきまして、事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第５号、番号１２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番を、議席番号○番○○が説明します。 

  番号１２番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は３７ページに示しています。 

１２月１１日に確認したところ、現地は車庫兼物置となっており、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、平成１１年ごろからで、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。 
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  御審議のほど、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、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。 

 

～ 議案第６号 ～ 

 

○議長 続いて、７６ページの議案第６号、農地法第３条第２項第５号に定める別段の面積を定

めることについてを議題といたします。事務局説明をお願いします。 

〇事務局 議案第６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。 

〇委員 番号１番を、議席番号○番○○が説明します。 

  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、別段の面積設定の

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に照らし合わせながら現地調査を行いました。

図面は７８ページに示しています。 

  その結果、農業振興地域の農用地区域外であること。図面を見ていただきますとわかります

が、○○と書いてある空き家ですが、その北側の市道を挟んでの土地、この市道と○○さんの

空き家のところに、傾斜のある法面がありまして、そこの玄関が、市道のほうを向いておりま

して、玄関先というような状況でございます。そうした隣接地であることから、なんら耕作さ

れていない農地ではございますが、復旧困難農地では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 青垣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 番号１番につきまして、意見等がないようですので、採決をとります。 

  議案第６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、適当と

判断し、別段の面積を提案のとおり、定めることとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、議案第６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、番号１番について、新たな別段の面積を定めることといたします。 

  続いて、番号２番につきまして、事務局説明をお願いいたします。 

〇事務局 議案第６号、番号２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。 



 - 38 - 

〇委員 番号２番を、議席番号○番○○が説明します。 

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、別段の面積設定の

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照らし合わせながら、現地の調査を行いました。図

面は７９ページに示しています。 

  その結果、農業振興地域の農用地区域外にあること、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などを確認しています。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長 山南地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号２番について、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６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、適当と

判断し、別段の面積を提案のとおり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６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、番号２番について、新たに別段の面積を定めることといたします。 

     

～ 議案第７号 ～ 

 

○議長 続いて、議案第７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７号朗読。 

○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。 

〇委員 番号１番について、議席番号○番○○が説明します。 

  丹波ひかみ森林組合の職員とともに、１１月２７日に現地を案内していただきました。その

後、１２月１４日、地域委員会で確認をしました。写真をお目通しください。現状は、ほぼ山

林化、または竹林、また笹に覆われていまして、農地への復旧は困難だと判断いたしました。 

  一部、砂防堰堤が建設中であり、１６ページを御覧いただければわかりますが、一部は墓地

の駐車場となっておりました。境界杭が打設され、現地の地番等とも一致しておりました。非

農地と認めて問題ないと判断しております。 

○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。 

 議案第７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） 
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○議長 異議がございませんので、議案第７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。 

    

～ 議案第８号 ～ 

 

○議長 続いて、議案第８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８号朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

氷上地域委員会から確認報告の前に、農業委員会法第３１条に該当する方がありますので、

退席をお願いいたします。 

 

（該当委員退席） 

 

○議長 氷上地域委員会の確認報告をお願いいたします。 

○委員 １２月１４日、氷上地域委員会におきまして、番号１番から１８番まで確認しましたが、

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

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

せん。 

○議長 氷上地域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。 

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、議案第８号、氷上地域における農用地利用集積計画の決定に

ついて、全て照会のとおり決定することに、異議がないと回答いたします。 

復席をお願いいたします。 

 

（該当委員復席） 

 

○議長 続いて、青垣地域委員会の確認報告をお願いいたします。 

青垣地域につきましては、特例事業もございますので、併せて説明をお願いします。 

〇委員 １２月１４日、地域委員会で確認をさせていただきました。番号１９番から番号２６番

までと、１７ページの番号１番、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。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長 続いて、春日地域委員会の確認報告をお願いいたします。 
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〇委員 春日地域委員会ですが、１２月１５日に、番号２７番から番号３９番までを確認いたし

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、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。 

議案第８号、青垣地域、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、議案第８号、青垣地域、春日地域における農用地利用集積計

画の決定について、全て照会のとおり決定することに、異議がないと回答いたします。 

  続いて、山南地域につきましては、農業委員会法第３１条に該当する方がありますので、退

席をお願いいたします。 

 

（該当委員退席） 

 

○議長 続いて、山南地域委員会の確認報告をお願いいたします。 

○委員 １２月１１日の地域委員会で、番号４０番から番号６６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 山南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。 

議案第８号、山南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、議案第８号、山南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 続いて、市島地域委員会の確認報告をお願いいたします。 

○委員 １２月１１日、番号６７番と６８番を確認いたしましたが、全ての農地について、効率

的に耕作し、農作業に常時従事する等、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満

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 市島地域委員会の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、議案第８号、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、議案第８号、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 続いて、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。 

青垣地域委員会から補足することはございませんか。 

〇委員 番号１番は、８４ページの図面を見ていただきますと、斜線のところの右側に、排水

路がありまして、その排水路の法面をコンクリート張りするという工事で、重機による作業

を行います。一時利用の届出書に沿って、工事完了後には原形復旧されるということでして、

復元等確約書もしっかりついておりますので、何ら問題はないというように思います。 

○議長 青垣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号の番号１番、農地の一時利用の届出について、

御承知おきください。 

  続いて、番号２番、３番につきまして、事務局説明をお願いします。 

○事務局 報告第１号、番号２番、３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することはございませんか。 

〇委員 番号２番ですが、始末書が出ていますので、読み上げておきます。 

  「上記農地について、隣接する石垣の修繕工事のために重機を進入させようとしたところ、

一時利用の届出が必要とご指摘があり、その時点で届出が必要と知った次第であります。本工

事は、年内完成が必須となっております。つきましては、今後このような事がないように十分

注意いたしますので、なにとぞご容赦くださいますようよろしくお願いいたします。」という

ことです。 

○議長 番号３番については、よろしいですか。 

〇委員 番号３番は、図面を見ていただきましたら、この斜線の部分の右側の端に、ポンプの井

戸がありまして、これを埋めるための進入路の一時利用です。 

○議長 山南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） 
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○議長 質問等がないようですので、報告第１号の番号２番、３番、農地の一時利用の届出につ

いて、御承知おきください。 

 

～ 報告第２号 ～ 

 

○議長 続いて、８７ページの報告第２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２号、番号１番、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、補足することはございませんか。 

○委員 番号１番について、補足をします。８９ページの図面を見ていただきますと、川の縁に

なっておりますが、一番低い畑でございまして、所有する機械で９５センチかさ上げをし、栗

と柿を栽培するということでございます。 

○議長 番号２番についてはよろしいですか。 

○委員 特にありませんが、かさ上げをして野菜を作るという説明でございました。 

○議長 氷上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号の番号１番、２番、農地の形状変更届について、

御承知おきください。 

  続いて、青垣地域の案件につきまして、事務局説明をお願いします。 

〇事務局 報告第２号、番号３番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

番号３番について、青垣地域委員会から補足することはございませんか。 

○委員 特にありませんが、斜線の左の田んぼも作っておられますので、間の畦畔を撤去すると

いうことです。 

○議長 青垣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３番、農地の形状変更届について、御承

知おきください。 

  なお、番号４番については取下げとなっておりますし、番号５番につきましては、前に報告

をさせていただいておりますので、続いて、番号６番につきまして、事務局説明をお願いしま

す。 

〇事務局 報告第２号、番号６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、補足することはございませんか。 

〇委員 番号６番ですが、これはイノシシによる被害で畦畔等が崩壊しております。そのための

復旧になります。よろしくお願いします。 

○議長 山南地域委員会からの補足説明が終わりました。 
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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号の番号６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３号 ～ 

 

○議長 続いて、９３ページの報告第３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。 

○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。 

氷上地域委員会から、補足することはございませんか。 

○委員 補足することはありません。 

○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３号の番号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。 

 

～ 報告第４号 ～ 

 

○議長 続いて、９６ページ報告第４号、電気事業者による届出について、事務局説明をお願い

します。 

○事務局 報告第４号、番号１番朗読。 

○議長 事務局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 高圧線鉄塔の基礎部分のコンクリートが破損しており、その修理のために利用するとい

うことです。 

○議長 ありがとうございます。補足説明が終わりました。 

番号１番について、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４号の番号１番、電気事業者による届出について、

御承知おきください。 

 

～ 報告第５号 ～ 

 

○議長 続いて、報告第５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５号（氷上地域）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、補足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、報告第５号の氷上地域の公共工事について、御承知おきく

ださい。 

  続いて、１０２ページの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 報告第５号（春日地域）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、補足することはございませんか。 

○委員 特にありませんが、５４ページの図面を見ていただきますと、旧県道の橋を架け替える

ため、この周辺の農地を利用したいということです。 

○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５号の春日地域の公共工事について、御承知おきく

ださい。 

  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 報告第５号（山南地域）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、補足することはございませんか。 

○委員 特にありませんが、今まで公共工事でしたら、工事の大分前から報告を出してもらって

いただいていましたが、今回は工事がかなり進行した時点でまた出ていましたので、所属の部

署に一つ注意をいただけませんか。 

○議長 わかりました。度々そういう話聞きますので事務局を通じて行います。 

  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５号の山南地域の公共工事について、御承知おきく

ださい。 

  最後に、１０７ページ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 報告第５号（市島地域）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。 

○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、報告第５号、市島地域の公共工事について、御承知おきく

ださい。 

  これをもちまして、全ての議事が終了いたしました。御協力ありがとうございました。 

  事務局、何かありますか。 

〇事務局 失礼いたします。事務局から２点、お願いを申し上げたいと思います。 

  まず１点目ですが、運営委員会の委員さん、三役さんと各地域委員長さんですが、年が明け

まして、２月３日の水曜日、午前９時３０分から市議会の民生産建常任委員会との懇談があり
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ますので、あらかじめ日程確保をお願いいたします。会場は、市役所の３階でございます。 

  ２点目ですが、お休みに入りますので、副本を確実に机の上に置いてください。 

  事務局からは、以上でございます。 

○議長 ありがとうございました。 

  どうしても何か言っておきたいということがありましたら。よろしいですか。 

  非常にたくさんの案件がありまして、時間を取りましたことをお詫びいたします。皆さんの

御協力を得まして、何とか終わることができました。ありがとうございました。 

  今年につきましては、もうこれで終わりでございますので、また次回は、新しい年というこ

とになります。どうか皆さん、よいお年をお迎えください。これで、第９回定例総会を閉会い

たします。 
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