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令和２年度 第１０回定例総会議事録 

 

１．日 時  令和３年１月２５日 午後１時３０分 

２．場 所  丹波市立春日住民センター大会議室 

３．出席者 

○農業委員 （２４名） 

 （柏原地域） １番 古倉 一郎  ２番 矢本 規夫 

 （氷上地域） ３番 芦田 義彦  ４番 足立 正典  ５番 金子 隆司 

  ６番 德田 義信  ７番 山本 浩子  ８番 足立 康裕 

（青垣地域） ９番 足立 篤夫  10番 足立 俊哉  11番 足立 信昭 

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

 15番 田川 良一    16番 婦木 克則 

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

        20番 和田 憲治 

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

 24番 橋本 慎司 

 

○事務局（３名） 

 

４．議事 

  議案第 １ 号 農地法第３条の規定による許可申請承認について 

  議案第 ２ 号 農地法第５条の規定による許可申請承認について 

 議案第 ３ 号 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 ４ 号 非農地証明願承認について 

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

（下限面積の設定） 

  議案第 ６ 号 丹波農業振興地域整備計画の変更に係る意見について（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 農地の形状変更届について 

  報告第 ３ 号 農地法施行規則該当転用届について 

  報告第 ４ 号 公共工事の届出について 

  報告第 ５ 号 農業経営改善計画の認定について（別冊） 

   

５． 閉会 
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１．開会 

○議長 皆さん、御苦労様です。定刻より少し早いですが、皆さんお集まりですので、会議を始

めたいと思います。 

それでは、ただいまより令和２年度丹波市農業委員会第１０回定例総会を開会いたします。 

  初めに、岸本会長より御挨拶をお願いします。 

 

２．会長あいさつ 

○岸本好量会長 （挨拶） 

○議長 ありがとうございました。 

事務局から、会議の開催について、報告をお願いします。 

○事務局 事務局でございます。本日の定例総会、農業委員さん２４名全員にご出席いただいて

おります。 

結果、農業委員会等に関する法律第２７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。 

 

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１３番の荻野隆太郎委員、議席番号１４番の近藤眞治委員、両委員よろしくお願い

します。 

  なお、本総会の議事録は後日作成いたしますので、署名押印をお願いします。 

 

４．議事 

 

～ 議案第１号 所有権移転 番号１番～１２番 ～ 

～ 報告第２号 農地の形状変更 番号１番 ～ 

 

○議長 それでは日程４番、議事に入ります。 

  議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請承認についてを議題といたします。 

事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第１号、番号１番～番号４番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

氷上地域委員会から確認報告をお願いします。 

○委員 番号１番を、議席番号○番○○が説明します。 

番号１番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというものです。図面は５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、譲渡人の農地は数筆残っておりますが、いずれも本人や利用権設定により、適正に管
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理されております。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

○委員 番号２番、番号３番を、議席番号○番○○が説明します。 

番号２番、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６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。 

○委員 番号４番を、議席番号○番○○が説明します。 

番号４番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというものです。図面は７ペ

ージに示しています。 

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

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

しております。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

  また、農機具等は自己所有で、出来ない分については○○に作業委託をされるということで、

お聞きをしております。 

  なお、譲渡人の農地が２筆ほど残っておりますが、いずれも適正に管理しているということ

です。 

○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。 
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 （「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

番号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。 

  続いて、青垣地域の案件について、事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第１号、番号５番、番号６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確認報告をお願いします。 

○委員 番号５番を、議席番号○番○○が説明します。 

  番号５番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというものです。図面は８ペ

ージに示しています。 

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

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

しております。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

○委員 番号６番を、議席番号○番○○が説明します。 

  先月１２月に、住まいるバンクの件で確認をしていただきまして、今月農地法第３条で上が

っております。 

番号６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

しております。 

  また、農機具につきましては刈払機と管理機を購入予定となっております。 

なお、譲渡人の農地が３筆残っております。 

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５番について、質問、意見等はございませんか。 

 （「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

番号５番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

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。 
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  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１号、番号７番、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。 

春日地域委員会から確認報告をお願いします。 

○委員 番号７番を、議席番号○番○○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す。図面は１０

ページに示しています。 

  図面を御覧ください。譲受人は、申請地の北側に、農家住宅を建設中でして、隣接する申請

地を取得し、経営規模を拡大したいというものです。 

地域委員会としては、農地法第３条第２項の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。 

もう一度、図面を御覧いただきたいのですが、申請地の北側に、先ほど言いました住宅を建

設しておりまして、ここの進入路について、道路というものはありませんが、現在工事中の農

家住宅から土砂を搬入して、後ほど説明します、形状変更の進入路にしたいということです。 

関連する４７ページの番号１番、形状変更届を説明します。申請地を農地法第３条で買い取

った後に、１．５メートルかさ上げし、東側の隣接農地と同じ高さにして、一体的に管理しや

すくするためのものです。この隣接農地には既に果樹が植えてありますので、今回の取得農地

にも同じく果樹を植え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。 

○議長 春日地域委員会からの確認報告が終わりました。 

番号７番について、質問、意見等はございませんか。 

 （「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

番号７番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号７番は、許可すべきものと決定いたします。 

 並びに、４７ページの番号１番、形状変更届については、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 議案第１号、番号８番～番号１２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ですが、まず番号８番につきまして、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、退席をお願いします。 

 

（該当委員退席） 

 

○議長 それでは、山南地域委員会から確認報告をお願いします。 

○委員 番号８番を、議席番号○番○○が説明します。 

  番号８番は、先月住まいるバンクに付随する農地で、別段面積が設定された農地です。農業

経営を開始したいというもので、図面は１１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。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長 番号８番の確認報告が終わりました。 

番号８番について、質問、意見等はございませんか。 

 （「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

番号８番について、許可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。 

  復席をお願いします。 

 

（該当委員復席） 

 

○議長 続いて、番号９番、番号１０番、番号１１番、番号１２番について、山南地域委員会か

ら確認報告をお願いします。 

○委員 番号９番を、議席番号○番○○が説明します。 

  番号９番は、申請人は親子の関係にありまして、譲渡人は親から農地を譲り受けるというも

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。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

続いて、番号１０番を、議席番号○番○が説明します。 

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す。図面は１

２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。 

○委員 番号１１番を、議席番号○番○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す。図面は１

３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。 

○委員 番号１２番を、議席番号○番○○が説明します。 

番号１２番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというものです。図面は１
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４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。 

○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番につきまして、質問、意見等はございませんか。 

 （「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

番号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、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１３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確認報告をお願いします。 

○委員 番号１３番を、議席番号○番○○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す。図面は１

５、１６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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また、申請者は、申請地に囲まれた家も購入されており、接続している敷地内から進入する

ということです。 

なお、これで譲渡人の農地はなくなりました。 

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。 

  

～ 議案第２号 所有権移転 番号１番～５番 ～ 

～ 議案第２号 使用貸借権設定 番号１番 ～ 

 

○議長 続いて、議案第２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確認報告をお願いします。 

○委員 番号１番を、議席番号○番○○が説明します。 

  番号１番は、売買により○○のドッグランとして利用するための申請です。図面は８ページ

に示しています。 

譲受人は○○であり、○○の数が増え手狭になったため、その○○を申請地で管理していく

ということです。犬は常時ワイヤーにつながれております。 

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

未満のため、第２種農地と判断されると考えます。 

  また、周辺で代替地を探されましたが、適当な土地もなく、図面を見ていただきますと、申

請地の下に○○とありますが、譲受人はここの持ち主であり、ちょうど隣接した申請地が空き

地となっていたため、今回の申請となりました。 

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。 

なお、譲渡人の残地は、５筆ございます。２筆が利用権設定をされており、残りは３筆とい

うことですが、今後、農地法第３条所有権移転の申請予定ということになっております。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長 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） 
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○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

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

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

定いたします。 

  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確認報告をお願いします。 

○委員 番号２番を、議席番号○番○○が説明します。 

  番号２番は、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１９ページに示

しています 

  この申請地は、当初、第３種農地として検討しましたが、結果的には第２種農地ということ

で、させていただいています。 

  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、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 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。 

○委員 ここは学校が近いので、第３種農地にはならないのですか。 

○議長 農地区分のことにつきまして、第３種農地にならないかということですが、春日地域委

員会から、説明をお願いできますか。 

○委員 それにつきましては、当初、第３種農地かと検討しておりましたが、特にここにつきま

しては、水道とか下水道とかそういったものがございません。そういったこともいろいろ検討

いたしまして、第３種農地には該当しないなということで、検討いたしました。 

○議長 よろしいでしょうか。 

  ほかに質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号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、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２号、番号３番、番号４番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  山南地域委員会から確認報告をお願いします。 

○委員 番号３番を、議席番号○番○○が説明します。 

  番号３番は、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２０ページ、２
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１ページに示しています。 

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

未満のため、第２種農地と判断されると考えます。 

  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。 

  ２０ページ、２１ページの図面を見ていただきたいのですが、譲渡人は、公民館北側の家を

セカンドハウスとして購入されております。交友関係が広く、キャンピングカーを沢山お持ち

の方がおられるようで、ここへ一緒に集まったりされる際に、２１ページのような車を１０台

止められるような駐車場が必要になり、購入されました。 

２０ページの地図の斜線の部分が、所有権移転される所で太い実線で描かれている部分も購

入されています。ここは宅地ですので、この道路からの進入路がないために、これは隣接して

おります。ここも駐車場にされるということです。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

○委員 番号４番を、議席番号○番○○が説明します。 

  番号４番は、売買により太陽光発電設備として利用するための申請です。図面は２２ページ

に示しています。 

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

未満のため、第２種農地と判断されると考えます。 

地元自治会と公害防止協定を結ばれております。また、自治会等農地転用同意書には、防草

シートの設置及び定期的に除草を行うこと等の条件が含まれております。 

  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 山南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。 

○委員 議席番号○番の○○です。 

  図面の２１ページ。配置計画図、土地横断図で、横断図のこれＡ、Ａ´、真ん中に入ってお

り、議案書の図面にはありませんが、雨水の勾配も大丈夫ですね。下も二重線入っているのが

横断図だと思いますが、断面図は添付されていますか。 

○議長 山南地域委員会お願いします。 

○委員 雨水はこの矢印の方向へ流れます。 

○委員 わかりました。ここには断面図、横断図どちらもついていますね。 

○事務局 事務局でございます。こちらに断面図の添付があるかどうかということですが、断面

図の添付はございます。 

○議長 断面図を確認し、雨水がこちらに流れるということを確認しているということでよろし

いですか。 

○委員 確認しております。 

○議長 よろしいですか。 
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○委員 了解しました。 

○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、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２号、番号５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確認報告をお願いします。 

○委員 番号５番を、議席番号○番○○が説明します。 

  番号５番は、売買により一般住宅を新築するための申請です。図面は２３ページに示してい

ます。 

  申請地の農地区分は、街区の面積が６万２，６５６平米、宅地の占める面積が５万５，６７

３平米で、割合が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 市島地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号５番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 御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。 

  続いて、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２号、使用貸借権設定、番号１番朗読。 
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○議長 事務局の説明が終わりました。 

  柏原地域委員会から確認報告をお願いします。 

○委員 番号１番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号１番は、譲受人が一般住宅を建設するために転用しようとする申請です。図面は２５ペ

ージに示しているとおりです。 

  申請地の農地区分は、街区の面積が１万３，４２７平米。宅地の面積が７，６２８平米。宅

地の割合が５６．８パーセントで４０パーセントを超えていますので、第３種農地と判断され

ます。 

  隣接農地所有者、地元自治会関係者の同意もあり、周辺農地の営農への支障はないものと思

われます。 

  この土地への進入路は、貸し人である父親の土地を利用して、出入りするというふうに聞い

ています。一般住宅としての面積も適当であり、農地法第５条第２項各号には該当せず、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。 

 

～ 議案第３号 番号１番 ～ 

 

○議長 続きまして、議案第３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。 

○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。 

  市島地域委員会から確認報告をお願いします。 

○委員 番号１番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号１番は、平成２８年９月１５日付で転用許可がされた土地で、図面は２８、２９、３０

ページです。 

  現地を確認したところ、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。 

  当初は、太陽光パネルを全面に設置する計画でしたが、南側は日陰になりやすく、パネルを

北側に寄せ、空いたところに点検のための、車両を駐車しようとするものです。 

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。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。 
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  また、撤去については、事業者が行うとの契約を所有者と交わしているとのことです。 

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。 

  特にパネル位置の変更が一番大きな変更ですよね。 

  つきまして、質問、意見等はございませんか。確認いただいて。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 質問、意見等はございませんか。よろしいですか。 

  それでは意見等がないようですので、採決をとります。 

  議案第３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３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４号 番号１番～３番 ～ 

 

○議長 次に、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します。 

○委員 番号１番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号１番は、地目変更のための非農地証明願です。地図は３３ページに示しています。 

  １月１４日に現地を確認しました。現地は皆さんも御存じかとは思いますが、○○の駐車場

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。 

  農地でなくなった時期は平成８年頃で、地元自治会と隣接者の証明もあり、平成２１年１２

月２４日付非農地証明の取り扱いについての第４に該当するため、地域委員会としては証明す

ることに問題ないと考えております。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長 柏原地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号１番につきまして、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号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。 

  続きまして、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４号、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。 

氷上地域委員会から確認報告をお願いします。 

○委員 番号２番を、議席番号○番の○○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３４ページに示しています。 

１月１３日に現地を確認したところ、庭と露天駐車場になっており、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４４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。 

○議長 氷上地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号２番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号２番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号２番は、証明書を交付すべきものと決定いたします。 

次に、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４号、番号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確認報告をお願いします。 

○委員 番号３番を議席番号○番の○○が説明をいたします。 

  番号３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３５ページに示しており

ます。 

１月１２日に確認したところ、現地は山林となっており、農地への復旧が困難であり、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ないと考えています。 

御審議のほど、よろしくお願いをいたします。 

○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３番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号３番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「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。 

 

～ 議案第５号 ～ 

 



 - 16 - 

○議長 続きまして、議案第５号、農地法第３条第２項第５号に定める別段の面積を定めること

についてを議題といたします。 

  事務局説明をお願いします。 

○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確認報告をお願いします。 

○委員 番号１番を議席番号○番の○○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、現地調査等を行い

ました。図面は３８ページに示しております。 

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

作されていないが、現況が復旧困難な農地でないこと等を確認しています。 

  １１月に非農地証明をした土地の隣接地になります。 

  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。 

○委員 確認ですけれども、空き家所在地の地番が○で、当該農地の地番が○番ということで、

若干離れているのかなと思うのですが、空き家はこの図面で言うと、どこになるのですか。 

○委員 空き家は、○○と表示がありますが、道を挟んだ横と、それから斜線で引っ張って印を

してある隣の土地が作業場です。作業場は、以前に非農地証明願があったところです。 

○委員 番地が全然違う。 

○委員 ああ、なるほどね。 

○委員 道路挟んで反対側が空き家ですね。 

○議長 よろしいですか。今、図面のとおりだと思うのですが、事務局から再度確認の報告をさ

せます。 

○事務局 失礼いたします。事務局です。暫時休憩をお願いしてもいいですか。 

○議長 それでは、暫時休憩します。 

 

（暫時休憩） 

 

（再開） 

 

○議長 再開をいたします。 

○事務局 空き家につきましては、○番地でございます。 

  それから、空き家と、今回の別段面積の設定の農地の地番の関係でありますが、字限図の位

置関係を見ましても、間違いはないということを確認しております。空き家の東側の道路を挟

み、北側につきましては○番台、南側につきましては、○から○番台の地番が並んでおります。 

○議長 よろしいでしょうか。 

  地番につきましては、ただいま報告があったとおりですので、よろしくお願いします。 
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  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。 

  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、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、新たに別段の面積を定めることといたします。 

 

○議長 ここで休憩を取りたいと思います。 

 

（休憩） 

 

（再開） 

 

～ 議案第６号 ～ 

 

○議長 それでは、再開いたします。 

議案第６号、丹波農業振興地域整備計画の変更に係る意見についてを議題といたします。 

事務局より、まず議案書の訂正があるようですので、説明をお願いします。 

○事務局 すいません。別冊議案書の１３４ページをお願いいたします。除外要件整理票Ａの上

から５つ目ですが、関係諸法令による規定状況及び許認可の見込みがございます。 

除外後の農地区分の理由のところでございますが、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としておりますが、ホワイトボードに記載のとおり、住宅等が

連たんする区域に近接かつ農地の集団規模は１０ヘクタール未満に修正をお願いいたします。

専門的に言いますと、修正前は、２－４という農地区分ですが、これを２－３に改めようとい

うものであります。根拠としましては、農業公共投資の対象となっていないと示していますが、

圃場整備事業の対象でしたので、２－４から２－３へ変更をしようとするものでございます。 

○議長 議案書の訂正について、事務局より説明がございました。 

  それでは、議案第６号について、審議をしていきたいと思います。 

  事務局より説明をお願いします。 

○事務局 議案第６号、朗読。 

○議長 それでは、案件説明に入るわけですが、たくさんございますので、それぞれの地域ごと

に審議をしていきますので、まず柏原地域の分につきまして、案件説明をお願いします。 

○農業振興課 案件説明 

○議長 担当課の案件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します。 

○委員 番号１番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  １番は、申出者が新たに倉庫兼木工作業所及び露天駐車場を建設しようとするものです。 

現地を確認したところ、申出地の除外後の農地区分は、農業公共投資等の対象となっていな
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い生産性の低い農地のため、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ており、周辺農地の営農への支障はないものと思われま

す。 

  また転用面積は、必要最小限のものであり、農用地区域から除外されることに、問題はない

と考えます。 

  ちなみに、５ページの地図の③④とあるところについては、去年この方が農地法第３条で取

得をされた農地でございます。それ以前は、耕作放棄地となっていまして、草刈りの指導して

いたところ、申出者が取得されて、水稲栽培をされていたことを確認しております。 

  以上でございます。 

○委員 番号２番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  ２番は、申出者が新たに露天駐車場と建設しようとするものです。 

現地を確認したところ、申出地の除外後の農地区分は、おおむね１０ヘクタール以上の規模

の一団の農地の区域内にある農地のため、第１種農地と判断されると考えますが、既存施設の

拡張としての転用であり、例外的許可事由に該当するものと考えます。 

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

す。 

  また転用面積は、必要最小限のものであり、農用地区域から除外されることに問題はないと

考えます。 

以上でございます。 

  用途変更の番号１番も議席番号○番の○○が説明します。番号１番は、牧場等に新たに牛舎

を建設しようとするものです。 

用途変更後の区分は、農業用施設用地であり、農振法第８条第４項に規定する農用地利用計

画指定用途に供するため、例外的許可事由に該当すると考えます。 

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

す。 

また転用面積は必要最小限のものであり、地域委員会としては用途変更されることに問題な

いと考えます。 

以上でございます。 

○議長 柏原地域委員会から確認報告が終わりました。 

柏原地域の３案件につきまして、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

 丹波農業振興地域整備計画の変更に係る意見について、柏原地域の案件について、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、丹波農業振興地域整備計画の変更に係る柏原地域の案件につ

きまして、全て照会のとおり決定することに異議がないと回答いたします。 

  続きまして、氷上地域の案件につきまして、農業委員会法第３１条に該当する委員がござい

ますので、まず氷上地域の番号５番と番号７番について、審議しますので、農業振興課から案

件説明をお願いします。 
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○農業振興課 案件説明 

○議長 担当課の案件説明が終わりました。 

  ここで、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 それでは番号５番、番号７番につきまして、氷上地域委員会から確認報告をお願いしま

す。 

○委員 番号５番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  先ほど詳しく説明がありましたので、重複するかと思いますが、お聞きいただきますようお

願いします。 

  現地を地域委員会で確認しましたところ、申請地の除外後の農地区分は、おおむね１０ヘク

タール以上の規模の一団の農地の区域内にある農地のため、第１種農地と判断されると考えら

れますが、転用目的の農地が集落に接続していて、日常において必要な施設のため、例外的許

可事由に該当すると考えられます。 

  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。 

  使用目的は、農機具及び自動車の駐車場として利用されるものであり、また転用面積は、必

要最小限のものであり、農用地区域から除外されることに問題はないと考えます。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

  続きまして、番号７番ですが、同じく議席番号○番の○○が説明します。 

  現地を地域委員会で確認しましたところ、申請地の除外後の農地区分は、おおむね１０ヘク

タール以上の規模の一団の農地の区域内にあるため、第１種農地と判断されると考えられます

が、転用目的の農地が集落に接続していて、日常生活上必要な施設のため、例外的許可事由に

該当すると考えられます。 

  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。 

  使用目的は、事業者が○○を営んでおり、一般客用駐車場が不足しているため、駐車場を拡

大し、一般客及び従業員用駐車場として利用するものです。 

転用面積は必要最小限のものであり、農用地区域から除外されることに問題はないと考えま

す。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長 氷上地域委員会から、番号５番と番号７番について、確認報告が終わりました。 

この２件につきまして、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

 丹波農業振興地域整備計画の変更に係る意見について、氷上地域の番号５番及び番号７番に

ついて、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、丹波農業振興地域整備計画の変更に係る意見について、氷上

地域の番号５番と番号７番につきまして、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。 
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  復席をお願いします。 

 

（該当委員復席） 

 

○議長 それでは、氷上地域の番号３番、番号４番、番号６番につきまして、農業振興課から案

件説明をお願いいします。 

○農業振興課 案件説明 

○議長 担当課の案件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。 

○委員 番号３番と番号４番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号３番は、申出者が新たに露天駐車場を建設しようとするものです。 

現地を確認したところ、申請地の除外後の農地区分は、○○（公共施設）からおおむね５０

０メートル以内に位置しているため、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ており、周辺農地の営農への支障はないと見込まれます。 

また転用面積は必要最小限のものであり、農用地区域から除外されることに問題ないと考え

ております。 

  続きまして、番号４番です。申出者が露天資材置場と露天駐車場を建設しようとするもので

す。 

現地を確認したところ、申請地の除外後の農地区分は、おおむね１０ヘクタール以上の規模

の一団の農地の区域内にある農地のため、第１種農地と判断されると考えますが、転用目的が

集落に接続して、日常生活上必要な施設のため、例外的許可事由に該当すると考えます。 

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

す。 

また転用面積は、必要最小限のものであり、農用地区域内から除外されることに問題ないと

考えられます。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○委員 番号６番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号６番は、申出者が新たに防火水槽を建設しようとするものです。 

現地を確認したところ、申請地の除外後の農地区分は、農業公共投資等の対象となっていな

い生産性の低い農地のため、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ており、周辺農地の営農への支障はないものと思われま

す。 

  また転用面積は、必要最小限のものであり、農用地区域から除外されることに問題はないと

考えられます。 

  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、確認報告が終わりました。 

番号３番、番号４番、番号６番につきまして、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決に入ります。 

 丹波農業振興地域整備計画の変更に係る意見について、氷上地域の番号３番、番号４番、番
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号６番について、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、丹波農業振興地域整備計画の変更に係る意見について、氷上

地域の番号３番、番号４番、番号６番について、照会のとおり決定することに異議がないと回

答いたします。 

  続きまして、青垣地域の案件につきまして、農業振興課から案件説明をお願いします。 

○農業振興課 案件説明 

○議長 担当課の案件説明が終わりました。 

  青垣地域委員会から確認報告をお願いします。 

○委員 番号８番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号８番は、申出者が露天駐車場・露天資材置場として、新たに利用されるようとするもの

でございます。○○を営まれているわけでございますけれども、事業を拡張されており、現在

の資材置場が手狭になっているという状況でございます。 

１月１３日に現地を確認したところ、現地はおおむね１０ヘクタール以上の規模の一団の農

地の区域内にございまして、第１種農地と判断されます。第１種農地のうちで、集落に接続し

て設置される日常生活上必要な施設ということで、例外的許可事由に該当すると考えておりま

す。 

隣接所有者、地元等の同意も得られており、周辺農地の営農への支障はないものと見込まれ

ます。 

また転用面積は、必要最小限のものであり、農用地区域から除外されることに問題はないと

考えております。御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長 青垣地域委員会からの確認報告が終わりました。 

青垣地域の番号８番につきまして、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決に入ります。 

 丹波農業振興地域整備計画の変更に係る意見について、青垣地域の番号８番につきまして、

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、丹波農業振興地域整備計画の変更に係る意見について、青垣

地域の番号８番につきまして、照会のとおり決定することに異議がないと回答いたします。 

  続きまして、春日地域の案件につきまして、農業振興課から案件説明をお願いします。 

○農業振興課 案件説明 

○議長 担当課の案件説明が終わりました。 

  春日地域委員会から確認報告をお願いします。 

○委員 番号９番につきまして、議席番号○番の○○が説明をいたします。 

 番号９番につきましては、露天資材置場ということで、現地を１月１４日に確認いたしました

が、農業資材として、もみ殻置場を確保したいということでした。 

  農地区分につきましては、おおむね１０ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にござ

いまして、第１種農地と判断されると考えております。 
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  隣接所有者、地元等の同意も得られており、周辺農地の営農への支障はないものと見込まれ

ます。 

また転用面積は、必要最小限のものであり、農用地区域から除外されることに問題ないと考

えます。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

  次に番号１０番でございます。申出者は、○○の集合住宅が住居となっています。１月１４

日の地域委員会で現地を確認しましたところ、農地の集団規模が、おおむね１０ヘクタール以

上の規模の一団の農地の区域内にある農地でございまして、第１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ており、周辺農地の営農への支障はないものと思われま

す。 

また転用面積は、必要最小限のものであり、農用地区域から除外されることに問題ないと考

えます。 

  そして申出地の○○ですが、御両親が住まわれておるということでございます。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○委員 続きまして、番号１１番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号１１番は、テント式工場と露天駐車場として利用するための申出でございます。 

現地を確認しましたところ、申出地の除外後の農地区分は、住宅等が連たんする地域に近接

し、農地の集団規模が１０ヘクタール未満のため、第２種農地と判断されると考えます。 

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

す。 

また転用面積は、必要最小限のものであり、農用地区域から除外されることに問題ないと考

えます。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

  続きまして、番号１２番を、同じく議席番号○番の○○が説明します。 

番号１２番は、申出者が、集落内に新たに住宅を建設しようとするものでございます。 

現地を確認しましたところ、申出地の除外後の農地区分は、住宅等が連たんする地域に近接

し、農地の集団規模が１０ヘクタール未満のため、第２種農地と判断されると考えます。 

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

す。 

また転用面積は、必要最小限のものであり、農用地区域から除外されることに問題はないと

考えます。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

  続きまして、番号１３番を、同じく議席番号○番の○○が説明します。 

番号１３番は、除外手続完了後、母屋と申出地を一体的に購入し、引き続き利用するととも

に、浄化槽埋設地及び駐車場用地として利用するものでございます。 

現地を確認しましたところ、申出地の除外後の農地区分は、住宅等が連たんする地域に近接

し、農地の集団規模が１０ヘクタール未満のため、第２種農地と判断されると考えます。 

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

す。 
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また転用面積は、必要最小限のものであり、農用地区域から除外されることに問題はないと

考えます。 

  ちなみにこの方は、○○で、地元で頑張ろうと意気込んでおられますので、後押しができた

らと考えています。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長 番号９番、番号１０番、番号１１番、番号１２番、番号１３番につきまして、春日地域

委員会からの確認報告が終わりました。 

春日地域の案件につきまして、質問、意見等はございませんか。 

○委員 番号１１番ですが、これは有機物のガス化の技術を利用して、発電プラントの組み上げ

をすると。有機物の材料によって、作り方は知らないけどここで試験的に作って、そして出荷

すると思うのですが、この申出に際して、周辺へガスの同意とかそのようなものは、十分に説

明できているのか。その辺が気になります。 

○議長 春日地域委員会、どうなっていますか。 

  事業内容ですので、担当課から分かる範囲で、説明をお願いします。 

○農業振興課 製品の試作をされるということでして、地元の振興のためにということで、ぜひ

とも事業用地として使用させてほしいという話を地元からもいただいておりますので、了解は

得られているものと思っております。 

○委員 それで、テント式の工場ということなのですが、ガスを扱われるということになったら

換気とか諸々の対策が必要だと思うのですが、その辺の許可関係が取れているのですか。 

○農業振興課 そのことに関しましては、除外の手続きが完了しましてから、順次進められる予

定です。 

○議長 よろしいですか。 

○委員 ということは、まだ地元等の同意は取れてない。 

○農業振興課 地元は、除外されることに関しては、応援されている状態です。 

○委員 まだ内容が決まってないのに、申出者が地元の同意が取れているということになる。そ

のあたりの整合性はどうなのか。 

○農業振興課 地元に対しては、内容を説明されており、地元も問題ないということで賛成され

ている状態であると確認しております。 

○委員 それならそれでよいと思いますが。ガスを利用して発電する装置を作る試験的なものと

いう話が出ているだけで、地元の近接している住宅は大丈夫かなと心配した。 

○農業振興課 既に隣接の工場でされているものの規模拡大ということです。 

○議長 １０５ページの横線の赤い部分で既に実施はされている。そのものを拡張という形での

申出ですので、実際に除外されて、次に農地法第５条申請ということで、さらに確認はされる

ものと思いますが、今のところそういうことでよろしいですか。 

○委員 何か１０５ページの図面見たら、隣接する住宅は大丈夫かみたいな感じはしますが。 

○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、採決に入ります。 

 丹波農業振興地域整備計画の変更に係る意見について、春日地域の案件について、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。 
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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、丹波農業振興地域整備計画の変更に係る意見について、春日

地域の案件について、照会のとおり決定することに異議がないと回答いたします。 

  続きまして、山南地域の案件につきまして、農業振興課から案件説明をお願いします。 

○農業振興課 案件説明 

○議長 担当課の案件説明が終わりました。 

  山南地域委員会から確認報告をお願いします。 

○委員 番号１４番を、議席番号○番の○○が説明させていただきます。 

  番号１４番は、申出者が集落内に新しい住居を建設しようとするもので、現地を確認しまし

たところ、申請地の除外後の農地区分は、住宅等が連たんする地域に近接し、農地の集団規模

が１０ヘクタール未満のため、第２種農地と判断されると考えられます。 

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

す。 

また転用面積は必要最小限のものであり、農用地区域から除外されることに問題はないと考

えます。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○委員 ちょっと時間、頂戴できますか。余談ですが。 

○議長 はい。 

○委員 農業振興課の担当の職員には、非常に心の込もった仕事をしていただき、これ半年ほど

遅れる予定でしたが、対応していただきました。ほんとによくしていただいてありがとうござ

いました。 

○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１４番につきまして、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決に入ります。 

 丹波農業振興地域整備計画の変更に係る意見について、山南地域の番号１４番につきまして、

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、丹波農業振興地域整備計画の変更に係る意見について、山南

地域の番号１４番について、照会のとおり決定することに異議がないと回答いたします。 

  続きまして、市島地域の案件につきまして、農業振興課から案件説明をお願いします。 

○農業振興課 案件説明 

○議長 担当課の案件説明が終わりました。 

  市島地域委員会から確認報告をお願いします。 

○委員 番号１５番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号１５番は、露天駐車場として利用しようとするものです。 

現地を確認したところ、除外後の農地区分は、住宅等が連たんする地域に近接し、農地の集

団規模が１０ヘクタール未満のため、第２種農地と判断されると考えます。 

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

す。 
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また転用面積は、必要最小限のものであり、農用地区域から除外されることに問題はないと

考えます。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長 市島地域委員会からの確認報告が終わりました。 

番号１５番につきまして、質問、意見等はございませんか。 

○委員 議席番号○番の○○です。 

  この１３８ページの地図で見たら、農振農用地を分断するという形に見えるわけですが、こ

の分断についてはどう考えたらよろしいですか。 

○議長 担当課からお願いします。分断することについて、先ほどちょっと触れられたかと思い

ますが、改めて説明をお願いします。 

○農業振興課 生産性の低い小集団であるとともに、除外申出地の南側に道路が走っていること

もありまして、集団性による影響は軽微だと判断いたしました。道路が走っているため、連た

んしていないと考えます。 

○委員 この農振農用地を分断するという形いうのは、農振除外においては、重要で分断する過

程変化いうのは、結構重要な点やないかと思うわけですけど。道路で分断しているというのは、

ちょっと違うように思うのと、まあ小集団でというところで言うと、結論はよいと思いますけ

どね。結論はよいと思うけど、今後、農振除外の相談があったときに、このように農振地と農

振地を分断する形でのケースがあったときに、どういうふうな基準でそれを考えたらよいか。

これが良いならこれも良いとなってしまいかねないという心配で、ちょっとお尋ねしています。 

○事務局 失礼いたします。事務局でございます。 

  私直接の担当ではないですけども、数年前まで農振除外の担当でしたので、当時の考え方で

説明したいと思います。 

まず、１点目の分断するのかどうかということですが、当時で言いますと、これは分断に該

当する可能性が非常に高いと思われるケースであります。現在の判断で言いますと、北側の農

用地の集団っていうのが、何ヘクタールにも及ぶような規模ではないというところが１点、今

回の除外に対しての判断材料になっているところです。 

  それから、申出地の西側、赤の斜め線で示してありますが、これは既存施設があるというこ

とでございまして、その南側には道路が走っているということがございます。その点からして

も、今回の既存施設を拡張し、使うような形の申出であって、北側の農用地は、規模はごく小

規模であり、止むを得ないという結論に至っているということです。 

○委員 結構曖昧で、こういう場合やったら分断してもいけるのだというあたりが、小集団やか

らというのは、ほんなら面積どれだけやったら良いのかと。そこらあたりがはっきりしたら、

似たような分断するようなケースがあったときに、いやいや、以前にこの基準でなったけど、

こっちはこれだけの塊があるので無理ですよという説明ができたりするので、その小集団を、

どれだけをいうのかと。この案件をいったら１０ヘクタール未満やったら小集団やというけど、

９ヘクタールがほんなら分断してもよい小集団かどうかいうたら、そうではないような気がす

るし。どれだけが小集団やというのかを知りたいとこですね。 

○議長 事務局、よろしいですか。 

○事務局 失礼いたします。 

  まず、先ほどの、どれぐらいで小集団といえるか、ここはケース・バイ・ケースですけども
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ちょっと分けて考えていただきたいのは、１０ヘクタールのまず規模の話ですが、１０ヘクタ

ール以上の集団的農地として存在するところは、農用地区域に設定するという決まりがありま

す。ですので、農地区分の中でも１０ヘクタール未満かどうかで判定しているのは、その部分

が影響しています。 

その１０ヘクタールと、この１３８ページの北側にある集団が１０ヘクタールかどうかは別

の話であると、まずは分けて整理していくということはあると思います。 

ただ、○○委員おっしゃるとおり、仮に除外地になったときに、いわゆる分断されて残る面

積がどれぐらいになるか、どれぐらいなら許容されるか。これはもうケース・バイ・ケースで

判断をしていくしかないと思います。 

ただ１点、今回のところで言いますと、既存施設があって、その東側が除外申出されていま

すが、北側で残る部分については、西側に広い農道があり、進入できるため分断による影響は

少ないと判断したものです。 

○委員 結構曖昧で、そういう希望があったときに、これはいけるのかというときに、もう出し

てみなければ分からないという感じで、それはあまり優しくないなと思いますが。相談があっ

たりしますので、もうちょっと分かりやすく教えていただきたいなという思いはあります。今、

それができないなら、また後ほどで結構ですので、教えていただきたいなと思います。 

○委員 今の○○委員の意見に対してですが、一応この農業委員会で、それぞれの地域委員会で

現地の確認作業をしながら、これの可否については、審議していくという段階があるわけで、

それはやっぱりそこを一つの基準といいますか、判断はやっぱりそれぞれの現地を確認した時

点で、農業委員としてするべきではないかと。書いたもので、一通り基準を作ってしまってと

いうことなら、ここで審議する必要もないということになると思いますので、審議を経て、決

定するという段階があるから我々の最終判断で、決定をしたらいいのではないかと思います。 

○議長 番号１５番について、いろいろ意見が出ています。 

  例えばこれ北側の四角い田んぼやったら分断しないのか。 

○事務局 分断しない。 

○議長 そういう検討はされたのですか。 

○農業振興課 はい。ただし、ここは接道要件を満たさないため、北側ではちょっと車両が通ら

ないということになっています。 

○委員 １００ページ見たら、○番が該当の土地ですね。 

○農業振興課 はい。 

○委員 この上は○番でしょう。その間にこれ、農道か何かが通っているのでは。 

○委員 水路だけや。 

○委員 水路が通っとるの。ほんなら○番っていうたら残っとるとこと、○番は、○番と１つの

ものやないの。分断ではないのではないか。 

○議長 農地の集団性を考えたときに、これ分断されたら、奥が農振地域のまま残ります。 

○委員 そういう意味なん。 

○議長 そういう意味です。ただし、ここには水路が入っていますけど。 

○委員 一つの田んぼごと分断してのけとるから。 

○議長 そういうことです。 

今の状態は、該当の申出地のところを、農振除外っていうことを認めるかどうか。認めても
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いいというふうに、意見を出すかどうかっていうことで、農業委員会は良しとするか、いやち

ょっと待てって言うか、それだけのことです。こちらの意見。 

  で、農業振興課の農振担当としては、問題ないということを言ってきておられる。 

農業委員会として、それで良しとするか、いやいや、ちょっと待てということで、違う意見

を附して戻すか。そういうことになろうかと。そのあたりの判断を、皆さんの御意見を聞きた

い。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ほかに意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 それでは、採決をとります。 

 丹波農業振興地域整備計画の変更に係る意見について、市島地域の番号１５番について、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、丹波農業振興地域整備計画の変更に係る意見について、市島

地域の番号１５番につきまして、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に

いたします。 

○委員 すいません。結論はもうそれで良いとして、教えてほしいのですが。 

例えば４９ページ。除外の農地区分が第１種農地で、例外的許可事由は、「集落に接続して

設置される日常生活上必要な施設」ということになっています。立地基準の判定シート、これ

を見て、１種農地の例外的許可事由の中で、今の４９ぺージの「集落に接続して設置される日

常生活上必要な施設」いうのは、どの部分に当たるのか。例外的許可事由の④になるのかな、

どこかなというのがちょっと分からへんので、教えてください。 

○事務局 失礼いたします。実務必携お持ちの方は、インデックス１番の９ページを、お開きい

ただきたいと思います。 

これまでから農地区分の判定につきましては、この表に基づいて御説明をしているわけです

けれども、基本としては、まず第３種農地から判定していきます。次に第２種農地になって、

最終的に第１種農地の６番のところになります。 

その中で、右側に「判定」と書いてあります第１種農地のところで、例外許可というところ

の①から⑧と書いてありますが、そこの④が集落接続に該当します。 

④が何とは、甲種農地の上に記載しているのですが、農業用施設、農畜産物処理加工販売施

設と書いてありまして、この黒字で書いてあるところです。集落に接続する住宅等もこの部分

に該当してくるということになります。 

以上でございます。 

○委員 ただいまの④と下の④が、どこか一緒にして読んだらあかんということやね。 

○事務局 そういうことです。 

もう少し細かい話をしますと、第１種農地の例外的許可事由の中でも、細かに記載がされて

いるものがありまして、それは判定シートにはございません。こちら事務局で持っています農

地法関連通知集の中に記載があります。 

例えば、施行規則の第３３条の第４号になりますが、集落に接続して設置される日常生活上

必要な施設ということで、転用の許可申請に係る意見書中の該当番号は５の⑤で整理されてい
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ます。 

○議長 それでは皆さん、持たれている方は確認いただいたらと思います。前のときにも例外的

許可事由について、もう少し大きい字でよく分かるように整理して用意してくれという意見も

ございましたので、再度、事務局にお願いをしておきたいと思います。 

今回の○○委員の質問につきましての回答は、以上の回答になります。よろしいでしょうか。 

○委員 分かりました。 

○議長 それでは議案第６号につきましては、丹波農業振興地域整備計画の変更に係る意見につ

いては、全て照会のとおり決定することに異議がないとして、回答することといたします。 

 

～ 議案第６号 ～ 

 

○議長 続きまして、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 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します。 

○委員 番号１番を、１月１４日地域委員会において確認しました。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 続きまして、氷上地域委員会から農業経営基盤強化促進法の利用権設定と農地中間管理

機構の特例事業の確認報告をお願いします。 

○委員 番号２番から番号１３番までと農地中間管理機構の特例事業の番号１番から番号６番ま

でを、１月１３日に氷上地域委員会におきまして、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 続きまして、青垣地域委員会から確認報告をお願いします。 

○委員 番号１４番から番号２２番までと、１５ページの農地中間管理機構の特例事業の番号１

番について、１月１３日の地域委員会で確認をいたしました。全ての農地について効率的に耕

作し、農作業に常時従事する等、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、決定することに異議はございません。 

○議長 続きまして、春日地域委員会から確認報告をお願いします。 

○委員 番号２３番から番号３８番までを、１月１４日の地域委員会で確認しました。それぞれ

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

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

○議長 続きまして、山南地域委員会から確認報告をお願いします。 

○委員 １月１２日の地域委員会で確認しました。番号３９番から番号５３番までについて、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 続きまして、市島地域委員会から確認報告をお願いします。 

○委員 １月１２日の地域委員会で、番号５４番から番号６７番までを確認し、全ての農地につ
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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 それぞれの地域委員会からの確認報告が終わりました。内容につきまして、質問、意見

等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

議案第７号、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７号、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、事務局より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。 

番号１番につきまして、春日地域委員会から補足説明はありますか。 

○委員 特にありませんけれども、この図面を見ていただいたら、申請地に沿った排水路があり、

そのＵ字溝を交換する間、進入路として利用したいという届です。とはいうものの、既に工事

は終了し、原状復旧しております。 

○議長 補足説明が終わりました。 

質問等はございませんか。 

（「質問なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 質問等がないようですので、報告第１号、農地の一時利用の届出の番号１番について、

御承知おきください。 

  番号２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はありますか。 

○委員 これも春日地域委員会と同じで、既に工事が終わっております。ユンボが入っていたの

を確認したので、届をお願いさせていただきました。 

○議長 質問等はございませんか。 

（「質問なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 質問等がないようですので、報告第１号の農地の一時利用の届出の番号２番について、

御承知おきください。 

○事務局 失礼いたします。事務局でございます。 

  先ほど山南地域から報告がございましたが、現在、多面的機能支払団体に対しまして、事業

を所管している農林整備課が、本年度の最終ヒアリングを行っているところです。その中で、

農地等を利用して工事を実施する場合には、農業委員会への届出を行っていただくよう、担当
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課から各団体へ周知をしております。既に柏原地域と氷上地域につきましては、周知が終わっ

ております。今後、ヒアリングに入っていきます地域におきましても、周知をしていく予定で

すので、御報告させていただきます。 

○議長 それぞれの団体につきましては、農林整備課に関わることでございますので、適切に対

応していただけるように周知していただくとして、各農業委員からもご指導をいただきたいと

思います。 

 

～ 報告第３号 ～ 

 

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

お願いします。 

○事務局 報告第３号、番号１番朗読。 

○議長 事務局からの説明が終わりました。 

山南地域委員会からの補足説明はありませんか。 

○委員 番号１番につきましては、去年の１１月に、農地法第３条申請があった際に誓約書が添

付された案件です。 

○議長 番号１番につきまして、質問等はございませんか。 

（「質問なし」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、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 続きまして、報告第４号、公共工事の届出について、事務局より説明をお願いします。 

○事務局 報告第４号、番号１番、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、補足説明はありませんか。 

○委員 補足説明はありません。 

○委員 事業の内容が、稲畑柏原線の改良工事となっていますが、稲畑柏原線はもっと山手に走

っているけど、この事業との関連はどういうことですか。斜線のとこは、場所が全然違うとこ

ろです。 

○委員 これ、カヤカリ峠ですが、それを迂回するような格好で新しく道ができる予定です。途

中にお墓がありますが、それを迂回するような格好で道ができるため、この土地を使用すると

いうものだと思います。 

○委員 道の付け替えですか。 

○委員 付け替え工事です。 

○委員 了解しました。 

○議長 ほかに質問等はありませんか。 

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

○議長 ここで議長を交代いたします。 
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（議長交代） 

 

～ 報告第５号 ～ 

 

○議長 それでは報告第５号に入ります。事務局から説明お願いします。 

○事務局 報告第５号、番号１番～番号６番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。質問等はありませんか。 

 （「質問なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 質問等がないようですので、報告第５号農業経営改善計画の認定について、御承知おき

ください。 

  以上で、案件は終了しました。何かございませんか。 

○事務局 失礼いたします。事務局でございます。３点お伝えしたい点がありまして、連絡をさ

せていただきます。 

 

（連絡事項） 

 

○議長 これで第１０回定例総会を終了します。 
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会議のてんまつに相違ないことを認め、署名いたします。 

 

   令和３年１月２５日 

 

            議            長             ㊞ 

 

 

            議事録署名委員（１３番委員）             ㊞ 

 

 

            議事録署名委員（１４番委員）             ㊞ 


