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令和２年度 第１１回定例総会議事録 

 

１．日 時  令和３年２月２５日 午後１時３０分 

２．場 所  丹波市立氷上住民センター大会議室 

３．出席者 

○農業委員（２４名） 

 （柏原地域） １番 古倉 一郎  ２番 矢本 規夫 

 （氷上地域） ３番 芦田 義彦  ４番 足立 正典  ５番 金子 隆司 

  ６番 德田 義信  ７番 山本 浩子  ８番 足立 康裕 

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

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

 15番 田川 良一  16番 婦木 克則 

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

        20番 和田 憲治 

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

 24番 橋本 慎司 

 

○事務局（３名） 

 

４．議事 

  議案第 １ 号 農地法第３条の規定による許可申請承認について 

議案第 ２ 号 農地法第４条の規定による許可申請承認について 

  議案第 ３ 号 農地法第５条の規定による許可申請承認について 

 議案第 ４ 号 非農地証明願承認について 

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

（下限面積の設定） 

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

  議案第 ７ 号 農用地利用集積計画の決定について（別冊） 

  報告第 １ 号 農地の一時利用の届出について 

  報告第 ２ 号 農地の形状変更届について 

  報告第 ３ 号 公共工事の届出について 

  報告第 ４ 号 青年等就農計画の認定について（別冊） 

  報告第 ５ 号 人・農地プランの認定について（別冊） 

   

５．閉会 
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１．開会 

○議長 少し早いですが、皆さんお集まりいただいておりますので、始めていきたいと思います。 

ただいまより、令和２年度丹波市農業委員会第１１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。 

事務局より、会議の開催について、報告をお願いいたします。 

○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１５番の田川良一委員と議席番号１８番の田中耕作委員、両委員よろしくお願いい

たします。 

  なお、本総会の議事録は後日作成しますので、署名押印をお願いします。 

 

４．議事 

 

～ 議案第１号 所有権移転 番号１番～２５番 ～ 

～ 議案第１号 賃貸借権設定 番号１番～２番 ～ 

～ 報告第２号 番号１番 ～ 

 

○議長 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、農地を売買によって取得し、経営規模を拡大したいというもので、７ページに

地図を付けてあります。 

最近まで塀を建てられ、囲まれた中でニワトリ等の放鳥場として利用されておりましたが、

イタチ等の侵入により飼育が出来なくなり、放鳥を断念されました。そのため、その畑に野菜

を作るということでございます。 

  地域委員会としましては、農地法第３条第２項の各号の全部効率利用要件、農作業の常時従
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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 柏原地域委員会からの確認報告が終わりました。 

番号１番について、質問、意見等はございませんか。 

 （「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

番号１番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１番は許可すべきものと決定いたします。 

  次に、氷上地域の案件について、事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第１号、番号２番～番号８番、賃貸借権、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確認報告をお願いするのですが、まず番号２番、番号３番、番号４番に

ついて、説明をお願いします。 

○委員 番号２番を、議席番号○番の○○が説明します。 

番号２番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというものでございます。図

面は８ページに示しております。 

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

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

確認しております。 

  なお、この案件には誓約書が添付されております。譲受人の所有の畑の中に、防火水槽が建

っております。建設されてから２０年以上経っておりますので、３月以降に非農地証明願を提

出される予定でございます。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

〇委員 番号３番を、議席番号○番の○○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、９ページに図

面を添付しております。 

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

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

しております。 

  なお、この案件につきましては、誓約書が添付されております。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

〇委員 番号４番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

番号４番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、地図は１０ペ

ージに載せております。 

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

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

しています。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 



 - 4 - 

○議長 ありがとうございます。 

氷上地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号２番について、質問、意見等はございませんか。 

 （「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

番号２番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号２番は許可すべきものと決定いたします。 

  次に、番号３番について、質問、意見等はございませんか。 

○委員 聞きもらしたのかも分かりませんが、誓約書の中身を教えていただけますか。 

○議長 氷上地域委員会から、お願いします。 

○委員 集落営農の経営体でまとまった形で利用されている地域で、その利用を、分断しないと

いうところと。 

○議長 暫時休憩します。 

 

（休憩） 

 

（再開） 

 

○議長 再開します。 

 事務局説明をお願いします。 

○事務局 失礼します。事務局でございます。 

  この番号３番につきまして、誓約書が添付されております。その誓約書の内容といいますの

が、実はこの譲受人さん、所有農地のうち、２筆が宅地となっておる部分がございます。１つ

は居宅に隣接した土地であって、居宅の一部になってしまっており、外囲いになってしまって

いる。それからもう１筆は、ちょっと離れたところではありますけれども、これもお父さんの

時代から、相当以前から、農業倉庫を持たれておるということが、今回調査により判明いたし

ました。結果、３条申請が先になってしまったのですけど、後日、非農地証明願を提出する。

このような形で誓約をいただいておるところでございます。 

  以上でございます。 

○議長 よろしいでしょうか。 

○委員 結構です。 

○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。 

  続いて、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） 
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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。 

  次の番号５番ですが、農業委員会等に関する法律第３１条に該当する方がいらっしゃいます

ので、退席をお願いします。 

 

（該当委員退席） 

 

○議長 番号５番について、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○○が説明いたします。 

  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、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しており、許可要件の全てを満たしていることを確認し

ております。 

  この農地につきましては、ぶどうを作る計画がなされております。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 氷上地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号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。 

  復席をお願いいたします。 

 

（該当委員復席） 

 

○議長 続いて、番号６番、番号７番、番号８番について、説明をお願いします。 

○委員 番号６番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号６番は、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

しています。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○委員 番号７番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号７番、６筆、合計５，３０８平米の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ページに示しております。 
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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、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、番号８番を、同じく議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号８番、計３筆、１，７０１平米の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１５ページに示しております。 

  この面積に、３２ページの農地法第３条賃貸借権設定の番号１番、１，３４７平米を加えて

下限面積を満たすものであります。 

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

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

しております。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

  また、農機具等につきましては、賃貸借権設定の貸出人から借り受け、農作業は全て譲受人

が行うことを確認しております。 

  以上です。 

○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。 

続いて、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。 

  続いて、番号８番並びに３２ページ、農地法第３条の規定による農地等の賃貸借権設定許可

申請承認の番号１番を、併議といたします。この番号８番と３２ページの番号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８番並びに３２ページの番号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８番並びに３２ページの番号１番について、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９番～番号１２番、報告第２号、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。 

まず９番についてですが、農業委員会等に関する法律第３１条に該当する方がいらっしゃい

ますので、退席をお願いいたします。 

 

（該当委員退席） 

 

○議長 まず９番について、青垣地域委員会から確認報告をお願いします。 

○委員 番号９番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号９番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、図面は１６ペ

ージに示しております。 

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

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

いたしております。 

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。 

復席をお願いいたします。 

 

（該当委員復席） 

 

○議長 番号１０番、番号１１番、番号１２番について、青垣地域委員会から確認報告をお願い

します。 

〇委員 番号１０番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号１０番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、図面は１７

ページに示しております。 

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

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

確認しております。 

  続きまして、７９ページをご覧ください。譲受人と申請人において、関連しておりますので、

同時に報告させていただきます。番号１番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  この申請は、２枚の田んぼを、中畔を撤去し、作業の効率化を図ることです。この形状変更

によっての隣接農地への影響は、ないものと判断いたします。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員 それでは続きまして、番号１１番を議席番号○番の○○が説明をさせていただきます。 

  番号１１番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、図面は１８
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ページに示しております。 

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

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

とを確認いたしております。 

  よろしく審議のほど、お願いいたします。 

  続きまして、番号１２番を議席番号○番の○○が説明をさせていただきます。 

  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、図面は１８

ページにつけております。 

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

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

とを確認いたしております。 

  よろしく審議のほど、お願いいたします。 

  以上でございます。 

○議長 青垣地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号１０番及び７９ページの報告第２号、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。  

  なお、７９ページの番号１番について、御承知おきください。 

続いて、番号１１番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

番号１１番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  続いて、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、春日地域の案件について、事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第１号、番号１３番～番号２０番、賃貸借権設定、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ですが、まず番号１３番から番号１６番までをお願いします。 

○委員 番号１３番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号１３番につきましては、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいということで



 - 9 - 

ございます。図面は、１９ページになります。 

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

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

しております。 

御審議のほど、よろしくお願いをします。 

次に番号１４番につきまして、議席番号○番の○○が説明いたします。 

この箇所につきましては、面積が１，５２１平米になります。３２ページの番号２番の賃貸

借権設定が１，５０２平米であり、合計３，０２３平米ということになります。農地を売買に

よって取得し、農業経営を開始したいということで、図面は２０ページでございます。 

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ます。許可要件の全てを満たしていることを

確認しております。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

次に、番号１５番につきまして、議席番号○番の○○が説明いたします。 

面積につきましては、全て足しましたら３，１１３平米でございます。この農地につきまし

ても、売買により取得して、農業経営を開始したいということでございます。この方は現在、

家庭菜園で農作物を作っておられるということでございます。 

図面は、２１ページと２２ページでございます。 

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

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

確認しております。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

続きまして、番号１６番につきまして、議席番号○番の○○が説明いたします。 

この案件につきましても、同じく農地を売買によって取得し、経営規模を拡大したいという

ことでございます。図面は、２２ページでございます。 

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

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

しております。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

○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。 

  続いて、番号１４番及び３２ページの番号２番、賃貸借権の設定の許可も含んで、併議とい

たします。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） 
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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１４番及び３２ページの番号２番につきまして、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番並びに３２ページの番号２番について、許可すべ

きものと決定いたします。 

続いて、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。 

続いて、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。 

  続いて、番号１７番ですが、農業委員会等に関する法律第３１条に該当する方がいらっしゃ

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１７番について、確認報告をお願いします。 

○委員 番号１７番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号１７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ございます。図面

は２３ページに示しております。 

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

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

しています。 

  ちなみに、１月に審議をいただきました、住まいるバンク登録の別段面積設定農地でもあり

ます。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 春日地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号１７番について、質問、意見等はございませんか。 

 （「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

番号１７番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１７番は許可すべきものと決定いたします。 

  復席をお願いいたします。 
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（該当委員復席） 

 

○議長 続いて、番号１８番、番号１９番、番号２０番について、春日地域委員会からの確認報

告をお願いします。 

○委員 番号１８番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  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す。図面は２

４ページに示しております。 

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

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

しております。 

  なお、譲受人は、この議案書にもありますとおり、○○に農業法人としてありまして、農業

法人の母体は、海外にも拠点を持たれ、グループ会社で、○○、訪問看護、飲食など、各地に

展開されております。丹波市内でも、宿泊業、訪問看護事業などをされております。 

  この農業法人は、○○に広大な農地を持っており、果物を生産し、ジャムやジュースへの加

工、販売されているということを、現地の○○の農業委員会の証明をいただいて、確認してお

ります。 

  現在市内においても、申請地と同じ地区内に、宿泊施設、飲食業、共同生活を行う塾を設置

しておられます。また近くの雑種地に耕土を入れて、５アールの農園を開設しており、作物を

栽培し、管理機などの機械類も所有されていることを、確認しております。 

  今回の申請地の取得に当たり、地元の農会長とも面談していただき、今後農会員として、お

付き合いをしていただけるということになっております。近隣の農家のサポートも受けられる

ことになっております。 

  なお、譲渡人は、これにより農業経営を廃止ということになります。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、番号１９番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号１９番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというものです。図面は２

５ページに示しております。 

  譲受人は、現住所が○○ですが、隣接する土地に住宅を建設予定であり、隣接する申請地を

取得することにより、経営規模を拡大したいというものでございます。 

  実家の父が農業を営んでおりますので、地域委員会としては、農地法第３条第２項の各号の、

全部効率利用要件、農作業の常時従事要件、下限面積及び地域調和要件等に適合しており、許

可要件の全てを満たしていることを確認しております。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員 続きまして、番号２０番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  図面は、２６ページにお示ししております。 

本件は、親子間の贈与を目的とするもので、仕事の関係で、譲受人の住所は、○○になって

おりますが、従前より週末や仕事の休みの日に帰省して、一緒に農作業をしており、特に問題

はないと考えております。 

地域委員会としては、農地法第３条第２項の各号の全部効率利用要件、農作業の常時従事要
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件、下限面積及び地域調和要件等に適合しており、許可要件の全てを満たしていることを確認

しております。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 春日地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号１８番について、質問、意見等はございませんか。 

○委員 この譲受人さんが○○ですけど、作物はどういうようなものを作っておられるのでしょ

うか。 

○委員 丹波市では、この購入をしたところに、計画では栗やら水稲も、３年後ぐらいには土壌

改良して、やっていきたいということです。１，３００平米ぐらいの小さいものですけれども。 

○委員 農作業は、○○から来てやるのですか。 

○委員 それはですね、春日町で今現在、ほかの事業もやっているため、従業員の方がおりまし

て、３名の従業員が現地で農作業を行います。その従業員の氏名や年齢も確認しております。 

○議長 よろしいですか。 

○委員 農業機械もリースで、トラクターやコンバイン等を確保するということで、予定されて

おります。 

○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。 

続いて、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。 

続いて、番号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。 

  次に、山南地域の案件について、事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第１号、番号２１番、番号２２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いたします。 

○委員 番号２１番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号２１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２７

ページに示しております。 
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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、よろしくお願いいたします。 

○委員 それでは番号２２番を、議席番号○番の○○が説明をいたします。 

番号２２番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、図面は２８

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２１番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

番号２１番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○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。 

続いて、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。 

次に、市島地域の案件について、事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第１号、番号２３番～番号２５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２３番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号２３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２９

ページに示しております。 

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

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

しております。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

  引き続きまして、番号２４番も、議席番号○番の○○が説明いたします。 

番号２４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３０

ページに示しております。 

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

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

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

  番号２４番ですが、この譲受人の住所を見ますと、○○ということになっていますが、もと

もと両親がこの地元に住んでおり、トラクター等を所有していることから、それらを利用して、

耕作するということです。 

  以上です。 

○委員 番号２５番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号２５番は、農地を売買により取得し、新規就農をしようとするもので、地図は３１ペー

ジです。 

  譲受人は、４月より○○するため、申請地の近所にある家屋及び農機具を購入しております。 

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

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

しております。 

  なお、地元自治会長、農会長にも話をして、了解されております。 

よろしくお願いします。 

○議長 市島地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号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。 

  続いて、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。 

  続いて、番号２５番について、質問、意見等はございませんか。 

○委員 ちょっと聞きもらしたかも分かりませんが、この新規就農される方は近くでお住まいさ

れるでしょうか。 

○委員 ３１ページの地図の右上に、名前のない家がありますが、ここを購入されているという

ことです。 

○議長 よろしいですか。 

○委員 ありがとうございます。 

○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） 
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○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。 

 

～ 議案第２号 番号１番 ～ 

 

○議長 続きまして、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。 

  市島地域委員会から確認報告をお願いします。 

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、当該農地所有者が、農業用施設、牛舎を建設するための転用申請でございます。

図面は３６ページにつけております。 

  本人は、酪農経営者で、認定農業者でもあり、後継者とともに○○を活用し、和牛の繁殖事

業に伴う牛舎の新築を行い、経営規模を拡大するものでございます。 

地元の自治会、土地改良等の同意も得られ、周辺農地の営農への支障はないと思われます。 

地域委員会としては、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。 

  お願いします。 

○委員 これ２，７９４平米という広い面積でされるのですが、牛舎の図面とかは付いていない

のですか。 

○委員 図面とは。 

○委員 この案件は、面積が相当広いので、議案書に図面を付けるべきやないかと思いますけど。

詳しいことがわかりにくいのですが。 

〇事務局 事務局でございます。 

  申請書には、配置計画図、詳細な図がございますので、しばらくお時間いただければ、すぐ

コピーしてまいりますので、よろしくお願いします。 

○議長 それではここで暫時休憩を取りたいと思いますので、コピーができ次第、配らせていた

だき再開をしたいと思います。 

 

（休憩） 

 

（再開） 

 

○議長 再開します。 

  市島地域委員会から説明をお願いします。 

○委員 ただいま申しあげました牛舎の計画図でございます。ただいまコピーしていただいて、



 - 16 - 

配ってもらったとおりでございます。 

  親牛を３０頭ほど飼いまして、毎年また８カ月ほどしたら子牛を１０頭ほど出荷していきた

いという計画でございます。 

  また、今回の申請地の隣接地も去年購入されておりますので、将来的には拡張して一部建物

を増築したいということも聞いております。それはまた先で、申請されると思います。 

  酪農の拠点は、申請地の北側の山裾に牧場がございます。 

  以上でございます。 

○議長 よろしいでしょうか。 

  ほかに質問、意見等はございませんか。 

（「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 所有権移転 番号１番～１２番  

～ 議案第３号 使用貸借権設定 番号１番～３番 ～ 

 

○議長 続きまして、議案第３号、農地法第５条の規定による許可申請承認についてを議題とい

たします。 

事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第３号、番号１番～番号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１番と番号２番について、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、売買により農地を取得し、太陽光発電設備を設置するための申請です。図面は

４１、４２ページに示しております。 

  申請地の農地区分は、街区の面積１万７，５０８平米の内９，６４０平米が宅地であり、宅

地面積の割合が５５．１パーセントのため、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項各号に該当せず、いずれも

申請内容に問題がないと考えております。 

なお、この申請には、始末書が添付されております。始末書が大変たくさんありますので、

かいつまんでお話ししたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

このほど、申請内容、太陽光発電所○○におきまして、農業委員会様ほか、多大なる迷惑を

おかけしたことを深くおわび申し上げます、ということで、太陽光発電設備の越境に関する内

容でございます。 

２０１７年１１月２日に、譲受人の担当者と地主さん、隣接者の第三者で、境界立ち会いの

確認をされました。そのときに、隣接農地の所有者の息子さんが立ち会いに来られまして、息
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子さんは畑のことは何も分からず、お父さんの言われるままに畑も第三者に作られているため、

境がわからず９４歳のお父さん言われるままに、譲受人の担当者も、グーグルマップを見て確

認し、字限図で確認せずに、地主さんに言われたまま鵜呑みにして、境を指定されました。そ

のときに問題が発生したということです。 

２０１８年４月に、所有権移転をされまして、１年後の２０１９年５月から工事を開始し、

工事施工中に地元自治会長と水利組合長が工事現場を見たときに、隣接者の畑が狭くなってい

ることに気づき、なぜかと言いますと水利組合長の畑が隣にあったわけでございます。即、隣

接者に報告して、隣接者と譲受人申請者とで売買契約書を締結して、営業担当者と現場サイド

だけで工事を続行してしまいました。 

そして、２０２０年６月に譲受人から越境に関する報告書が農業委員会に提出されてないこ

とに気づき、工事が終わってからかなりの期間が経ってから報告がされました。６月１５日に、

越境について譲受人が農業委員会さんに相談に行かれ、話の経過報告書のほか、いろんな書面

を出すのに４カ月ほどかかった次第でございます。 

その後の経過ですけども、１２月１日に当住民センターにおいて、氷上地域委員会の委員４

名と事務局２名と譲受人で話し合いをし、越境は明白であり、隣接者との農地転用手続が必要

ということで、太陽光発電設備を撤去するように伝えました。 

後、譲受人が即答できないため、本社へ持って帰る。で後ほど返事をもらいまして、１２月

２４日に越境した分を、全て撤去してもらった次第でございます。現在も撤去中でございます

が、４２ページの地図をちょっと見てもらいましたら、平面図でございます。四角い箱の中の

左側、全てのパネル１３２枚を撤去して、パワコン、フェンス、フェンス柱、門扉も全て撤去

中でございます。 

この中の、越境を確認したものが、今回の申請となっております。 

地域委員長から補足説明をお願いします。 

○委員 そういうことで、４２ページの地図を見ていただくのが一番よく分かるかと思います。

この分が越境部分になりまして、再三にわたりまして、事務局よりこのことを、譲受人のほう

へ連絡をいただきまして、なかなか前へ進まなかったのですが、ようやく前へ進んで、○○委

員から説明があった方向で、手続が進んでいるということでございます。 

  以上です。 

○議長 続けて番号２番をお願いします。 

○委員 番号２番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号２番は、売買により農地を取得し、一般住宅を建築するための申請です。図面は４３ペ

ージに示しています。 

  申請地の農地区分は、街区面積８，２６４平米の内、４，０６１平米が宅地であり、宅地の

割合が４９．１パーセントとなるため、第３種農地と判断されると考えます。 

  隣接所有者と地元等の同意も得られ、周囲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、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 氷上地域委員会から、番号１番と番号２番についての確認報告がありました。 

  まず番号１番について、質問、意見等はございませんか。 
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○委員 ちょっと理解不足なのかも分かりませんが、要は、既にできていた太陽光設備の範囲が

越境して、境界を越えていた。で、その境界を越えたところが農地であったということで、今

その分を撤去されて、改めて再申請ということで、よろしいでしょうか。 

○議長 そういうことで、よろしいですね。 

○委員 そういう理解でよろしいですか。じゃあ、もう撤去されている。 

○委員 現在、撤去されています。 

○委員 了解しました。 

○議長 質問、意見等はございませんか。よろしいですか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  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。 

  続きまして、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。 

  次の番号３番についてですが、農業委員会等に関する法律第３１条に該当する方がいらっし

ゃいますので、退席をお願いします。 

 

（該当委員退席） 

 

○議長 番号３番について、氷上地域委員会から確認報告をお願いします。 

○委員 番号３番を、議席番号○番の○○が説明します。 

 番号３番は、売買により農地を取得し、露天駐車場、露天資材置場として利用するための申請

です。図面は４４、４５ページに示しています。 

  申請地の農地区分は、土地改良事業の受益となっていない孤立した農地であるため、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、最小限のものであり、農地法第５条第２項各号に該当せず、いずれも申請

内容に問題ないことを確認しています。 

  御審議のほう、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。 

○委員 申請地の上の白地の太枠のとこから進入するってことですね。 

○委員 はい。 
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○委員 里道があるけど、里道を横切って進入するのか。 

○委員 私道です。 

○委員 これ里道じゃないの。 

○委員 里道なん。 

○議長 事務局から里道についての説明をお願いします。 

〇事務局 事務局でございます。 

  ただいま、御質問がありましたように、今回の転用申請の土地は、里道をまたぐ形で、進入

をされることになります。当然、里道部分もかさ上げをされるということですので、申請者か

ら既に道路整備課のほうに改築申請されていることを事務局で確認しております。 

  以上でございます。 

○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。 

  復席をお願いいたします。 

 

（該当委員復席） 

 

○議長 続きまして、番号４番、番号５番についての確認報告をお願いします。 

○委員 番号４番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  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。図面のほう、

４６ページ、４７ページに掲載しております。 

４６ページ、申請地と南側の土地を含める一体利用となっています。この白地部分に、以前

譲渡人の家屋が建っておりまして、現在は更地ですが、地目は宅地です。その南側が道路にな

りまして、その北側にあります農地の転用申請です。 

  申請地の農地区分は、街区の面積１万１，５０３平米、宅地面積が５，６５４平米。宅地割

合が４９．１パーセントということで、第３種農地に該当するものと考えます。 

  ここに疎明書があるように、今回隣接所有者３名のうち、２名の同意は得られておりますけ

れども、１名の同意が得られておりません。後から、疎明書を朗読させていただきますけれど

も、隣接の所有者全員の同意を条件に、地元関係団体の同意を行うことから、自治会代表者、

水利等代表の押印はされておりません。 

  周辺農地の営農への支障はないと伺っております。 

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

  疎明書を朗読しまして、その後、本日皆様の前に上程されたいきさつを、お話しさせていた

だきます。 
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疎明書を朗読します。 

  「今回、農地法第５条第２項に基づき、許可申請をしております。丹波市氷上町○の隣接農

地の登記簿上の所有者、これは個人名が書いておりますけれども、あえてＡＢＣのＡさんとい

う形にしております。Ａさんの同意書及び自治会長、水利代表、農会長の同意書を添付できな

かったことを疎明いたします。 

  Ａさんにつきましては、令和２年４月１６日に、御自宅へ挨拶訪問し、その後令和２年５月

７日に概略説明と同意書の署名押印をお願いに行きました。その際、申請地の草刈りを、地主

から、今回の譲渡人ですけれども、地主から頼まれていたのに、太陽光の設置に関して連絡が

ない。また家の横に太陽光を建てる、今回反対しておられる同意がないのは、この地図で言う

と西側の方になります。家の真横に太陽光パネルを設置するのはおかしいというお話でした。 

  地主様にお話ししたところ、太陽光パネル設置に関しては、きちんと伝えたとのことでした。

その後、令和２年５月１９日、５月２９日、６月５日、７月２日、９月９日、９月２４日、１

０月２１日、経緯のほう、時系列で提出されております。約１０回の訪問をされています。 

  御説明しましたが、太陽光パネルが建つのは地主の権利であるし、仕方がないが、家の横で

毎日目に入るので、高さを抑えてくれないと納得できないとのお話でした。降雪が結構あるエ

リアのため、こちらで傾斜した高さに必要なこと、パネルに雪が積もれば、破損する可能性が

あるため、角度に関しても必要な内容であること、風に対しての対応等を御説明させていただ

きましたが、御納得いただけず、押印を拒否されました。 

  隣接農地で営農にも影響がないよう設置・運用いたします。また、自治会長、水利代表、農

会長におきましては、「隣地全ての同意がそろわないと、押印しません」と言われておりまし

たので、こちらの同意にも押印いただいておりません。 

  以上の事情により、やむを得ず疎明書を書いて対応させていただきます。何とぞ、御高配な

処置を賜りますよう、お願い申し上げます。」 

という疎明書が出ております。最初に申請を受理したのが、１月でした。それ以降、私○○

と、○○推進委員が手分けして、地域委員会が１０日ぐらいですぐ開かれますので、○○推進

委員が自治会の役員、私が隣接者及び譲受人の対応をさせていただきました。 

  確認内容は、この疎明書に基づいた事実確認でした。自治会は、○○推進委員に確認しても

らったところ、文面のどおりで、やはり自治会は隣接者の押印がなければ、押印はできないと

いうことでした。 

  私の方は、まず譲受人に現地に来ていただきまして、位置関係及び○○の話もありましたの

で、氷上地域委員会では境界のことも、非常に敏感になっておりましたので、境界のほう等確

認してみると、杭が入っておりました。この杭はどうしたことかというのは、やはり隣接者、

自治会長を含め、同意いただいたと。その後、反対されている方にも面接に行くのですけれど

も、その方にもちゃんと立ち会いには参加していただいて、同意をいただいたということでし

た。 

  余りにも、意見が平行線であるので、地域委員会で話し合いをしていただくということで、

譲受人には、一時待機という形にしていただきました。 

  その後、反対しておられる方に、面接というか、御自宅にお伺いして、１０分ぐらい話を伺

いました。内容は疎明書にあるとおりでした。やはり景観であるとか、または道路に面したと

ころに、とか、まあちょっと主観的と言いますか、客観的な、何かこうこうこうでという問題
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ではないような感想を得ました。 

  私、農業委員としては、営農に支障があるかないかをずばり確認したところ、同意いただけ

ない方には、営農には支障がないというふうに、言質を取りました。 

  その後、地域委員会が始まりまして、今度は地域委員会で、現地確認のときに譲受人に来て

いただきました。そのときに、境界のこと、設置のこと、隣接が反対しておられること。改め

て聞き直して、結局どういうことかというと、もう少し隣接者、いわゆる反対されている方と、

もう少し話を詰めて、説得というか、同意に向けての話をしていただきたいと。 

また、高さが今これ、４７ページをご覧ください。４７ページに、２，４６４ミリメートル、

これが以前の太陽光パネルの高さが３，２０２ミリメートルでした。その辺で大分比較してい

ただいたりもしているのですけれども。もう少し話し合いをしてほしいということと、後、○

○推進委員から自治会には、協定書があるはずだということで、協定書の話を譲受人に出しま

した。それは預かっているけれども、まだ決裁を回しているということだったので、その辺の

ところの協定書の提出に関して、もう少し会社のほうでもまとめてほしいと。話を詰めてほし

いと。無理ならば無理で、農業委員会なり、地元に回答するだけでもいいので、その辺の対応

を伺うということで、１月は案件を取り下げていただきました。 

  改めて２月に出て来たわけですけども、２月ではまず譲受人に現在の形で、高さを８０セン

チメートルぐらいですけども、低くしていただきました。 

実は、設置もちょっと変更されております。高さが２メートル４０センチメートルですから、

ちょっと並びを変えたりしながら、後、位置関係も、この農地部分を見てください。できるだ

け農地部分として、自宅の方にかからないように、できるだけ北側に設置されているという状

態です。 

  地域委員会としてはある程度、譲受人にも努力していただいて、疎明書のほうも満額回答と

いう形で、自治会に提出していただいています。その後、自治会は、同意には至っておりませ

んけれども、協定書に押印はされております。事務局、私に協定が締結されたものが来ており

ます。 

  改めて、２月の地域委員会においては、今度は隣接の押印に同意いただけない方に、地域委

員長、私、○○推進委員と事務局長が地域委員会の時に、たまたま隣接者がいらっしゃったの

で、お話しをしました。 

やはりそこでも高さをもっとさらに下げてくれというところで、営農には支障がないという

ふうなことはおっしゃっていましたし、自治会も隣接者の同意がないので、自治会はまあ協定

書と、後はごめんなさいでした。○○推進委員が自治会に確認した結果、自治会は、やはり隣

接同意がなければ難しいということでしたので、地域委員長とも、また○○推進委員とも実際

に話をいただき、もう少し歩み寄るような条件なりがあれば、本日までに意見があれば、地域

委員会としてもお話を、譲受人にお伝えするのもやぶさかではないということでしたけれども、

まあ前向きなというか、何か今回これが納得のできるような回答がないので、致し方なしとい

うことで、地域委員会としては疎明書の朗読及び今回の経緯を議事録に載せること、後は私が

農業委員として現地を確認していったことと、文書で事務局に提出することによって、地域委

員会は許可相当という結論で、今日に至りました。 

  以上です。 

○委員 番号５番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 
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  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、４８ページに

示しております。 

  申請地の農地区分は、５００メートル以内に教育施設及び医療施設等が存在するため、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、よろしくお願いいたします。以上です。 

○議長 氷上地域委員会からの確認報告が終わりました。 

 まず番号４番について、質問、意見等はございませんか。 

 お願いいたします。 

○委員 太陽光発電設備で、同意が取れない案件としてよく耳にするのが光とか風っていうのが

一番多いのではないかと思いますが、今のお話でしたら隣接の同意が取れてない、隣接者の不

同意の理由は、宅地の横に建てるのかというところですか。高さの問題だけが、不同意の理由

になっとるのですか。 

○委員 そうです。で、その辺の、私だけだとまた言った言っていないとか、聞いた聞いていな

いになるので、地域委員長及び○○推進委員、それから事務局長と、４者で確認いたしました。

まずは高さです。 

  以上です。 

○委員 後時々、前に私も当たった案件で、目障りだから、樹木を立ててとかかそういうような

話もあり、そういう交渉をされて、敷地の管理委託していただいた関係もあるのですが、そう

いうのは出てこなかったのですか。 

○委員 ありがとうございます。その辺、私から○○の集落にも目隠しみたいな形で、防風とか

いうか、されている場所があって、その辺も譲受人から提案なり、また個別の面接のときに、

反対をされている方にお話ししましたけれども、その辺のところも合意には至らなかったとい

うふうに聞いております。その程度で、いわゆる高さに対しても妥協はできないというふうな

形のお言葉をいただきました。 

  以上です。 

○委員 分かりました。ありがとうございます。 

○議長 ほか、質問、意見等はございませんか。 

○委員 疎明書ということで、農業委員会からそれぞれ皆さん、自治会長に同意するときのお願

いというのをしていただいておると思います。その話を聞いた自治会長が、こうやって同意を

しないという判断をされた後で、この農業委員会の結論が、これからですのでどういうふうに

なるかは分からんけど、その自治会長の思いというのと違ってきたとき、同意をするときに、

慎重になってください、みたいな話をした側として、どうなのかなと。自治会長にお願いをし

とる側、自治会長からしたら、そういう話をする側が、こういう結論かっていうことになりか

ねへん、ちょっとその辺が心配やということを感じるのです。ほんならどうやって言われたら

どうでもないんやけど、その辺がこう、お願いしとるという事実がある中で、これ自治会長の

同意がないというときに、よっぽど慎重にならなんだら、非常に難しいなという感じがします。 

○委員 今、○○委員おっしゃったように、各自治振興会の中で、自治会長に農業委員から隣接
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が同意すればいいけど、もしされなければ隣接を保護するために、自治会長としては、後で押

印するように、というふうな方向での話はするのですが、これに、隣接者を保護するためばっ

かりで、こう話を進めている中で、やはりこういう、今回の○○委員さんの報告されたような

関係になってくると、もう今の話のまとまりがつかなくなってしまって、自治会長、農会長と

しては、それやったらどうするのかということになってしまうので、やっぱりそこらが一番、

○○委員も危惧されているところやと思うのですが、迷ったところです。 

で、最終的にはもう隣接同意がなければ、ということなのですが、自治会長が、今後事業を

継続されて、営業されてるい中で、協定書を結ばれて、地元との話し合いも同意をされている。

もし事業が協定書によって、地元との関係がスムーズに進んでいるという、それだけの疎明書

ということで、あくまでも全くの反対ばっかりでの中での疎明書ということにはならないよう

に、氷上地域としては委員さん全員がそちらの方向で動いていただいて、進めていただいたと

いう案件でございます。 

○委員 議席番号○番の○○です。 

  非常に、これは一般論というよりも、個別的なものも考慮に入れました。 

皆さん御存じのように、○○推進委員は、この集落にお住まいであります。もう御存じの方

もいらっしゃるかも分かりませんけど、この集落は、太陽パネルが非常に多く設置されており

ます。もちろん全てが、転用許可によって設置されたところではありません。今回もそうでし

た。今回転用される敷地、一体農地の農地部分が道路の反対側になっているというのが一部分

であったりとか、山林であったりとか、○○集落は結構多いというところは、なし崩し的と言

われれば、まあそういう御批判が出たら甘受しないといけないのかも分かりませんけれども、

そういう意味では理解があるというと、ちょっとそれは誤解かも分かりませんけれども、人に

聞いて歩いていても「仕方がない」と。残りの２名の隣接者にいろいろお話を伺いました。も

う何かもう、ちょっと、どう言えばいいのか。もうどっちでもいいわ、みたいな形の同意では

なく、やっぱり一応理解して、やはりこれだけ集落に太陽光が設置されたら仕方がないし、ま

あもっと言うと、ちょっと自暴自棄というか、私のところもついでにやってほしいぐらいだと

か、その辺の意見もあったりなんかして。 

後は、まあ隣接ですから、営農について、この土地の東側の道、ここは耕作に使うので、機

械も入っていくので、しっかり見といてほしいということで、この辺の理解も得て、まあ総合

的に今回個別としては、氷上地域としても太陽光パネルが結構、○○地区に比較しても、氷上

地域全域比較しても、非常にたくさん設置している中で、これがもし初めての案件であれば、

この集落、やはり慎重審議、もっともっと時間なりをかけて、ひょっとしたらもう地元説明会

の開催とかですね、その辺も要求してもよかったのかも分かりませんけれども、今現在地元で

説明会の開催等も行われていないというふうに伺っておりますので、このあたりが妥当な線か

なという形で、地元推進委員さんも、確認の上で上程させてもらった次第です。 

  以上です。 

○議長 地元の氷上地域委員会からは、いろいろとこう話が出ておりますが、ほかの地域の方で、

意見お持ちの方ありましたら、発言を求めます。どうですか。 

○委員 これ隣接の人が、もうちょっと低くしてもうたら同意するとは言われているのか。言わ

れているのは理解しているけど、これ以上は低く、譲渡人はこれ以上低くはしないということ

ですか。 
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○委員 この面積とパネルの数からすると、なかなかできませんので。 

○委員 その辺のところを譲受人に質問しました。法律に何か高さの制限なり、法律があるのか

というと、ないと言うてました。じゃああなたたちが、この高さに関してこれ以上は下げられ

ないとはどういうことなのかと言うと、兵庫県全域とかいろんな形で、雪が降るところを計算

して、ある程度傾斜を持っとかないと雪が落ちないというところで、社内規定だというふうに

おっしゃっていました。で、その辺の角度で、これが精一杯っていうとこで、我々じゃあ何か

証拠があるのかということで、写真、もちろんそれも合成と言えばそれまでかも分かりません

けれども、写真なり、後はどういう形で反対されている方に説明に行ったのか。資料なりある

のであれば見せていただきたいということで、見ました。そしたらもっと高いところも、○○

集落の中にはあると。それは会話の中でね、集落から出たら、低いところもあるやないかと。

あんたらもできるのではないかというふうなところがあったみたいで、それやったらというこ

とで、譲受人もちょっと高いところを写真撮って、こういう高いところもありますよ、みたい

な、売り言葉に買い言葉、それもあるかも分かりませんけど。それの資料なりを、内部資料で

あれば見せていただかなくても結構ですけれども、もし今回こういう場合であれば、見せても

いいような資料を何か提出していただきたいということで、書面でいただいております。○○

集落、○○推進委員さんに見てもらいましたけど、この集落のという期待度も確かにありまし

た。 

そんなわけで、ちょっと売り言葉に買い言葉みたいな形になっているかも分かりませんが、

いろんな資料提出をして、譲受人としてもそれなりの努力はしていただいたというふうに、認

識しております。 

以上です。 

○議長 ほかに質問、意見等ございませんか。 

○委員 もう一点だけ。 

  １つは、自治会なりは疎明書について、理解されているのか。先ほどのお話の中で、協定書

なり同意書は既に終えているという旨の報告がありましたので、もちろん合意書なり協定書等、

農地転用の同意書とは、別物ではありますが、疎明書または同意書で許可される場合があるっ

ていうそのあたりは、自治会は御理解なさっているのでしょうか。 

○議長 氷上地域委員会からお願いします。 

○委員 年に１回伺っております、自治振興会での説明です。農業委員もお邪魔して、ある一定

の協定書の締結がふさわしいなとか、今現在こういう問題が起きているというところで、私自

身としては、地元の自治会長会に説明し、御理解をいただいておるというふうに認識しており

ます。 

それはどういうことかというと、自治振興会長が当時おっしゃいましたけど、「じゃあこれ

は自治会の同意がなくても進むのだな」って。イエスかノーで答えれば、イエスです、と。あ

る意味総合的に、農業委員が判断し、営農等に支障がなければ、上程される。県に回るという

ふうにお伝えしております。そこで私は十分認識しておられるというふうに、自治振興会の説

明会で理解されているというふうに、私は認識しております。 

  以上です。 

○議長 それぞれご意見をいただいておりますが、これは許可相当か、いや許可すべきでないか

という、多分どちらかということになろうと。 
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農業委員会としては、農地について考えていかなければならないのですが、ほとんどの部分、

これ宅地が出ていますので、その高さがどうのこうのいうのは、恐らく今回の農地法の関係と

はちょっと違うのかなというふうに思いますのと、ここに設置されることについて、自治会と

しては協定書を結んでおられるということは、確認できるんですよ。で、この続きにあります

この農地について、農業委員会として、許可相当にするのか、いやここの部分が駄目だよとい

うことで、不許可ということにするのか。その辺の判断になろうかというふうには思います。

それにつきまして、賛成、反対いろいろと意見があれば出していただければと思います。 

地域委員会としては、もう許可相当っていう形で、考えておられるということで、地域委員

長よろしいですか。 

○委員 十分に時間を取って、委員さん、協議を重ねたということで、もう最終的にこういうこ

とで、今もおっしゃいましたとおり、農地の対応について、これ以上はやむを得ないという方

向です。これ以上の前進は難しいということで、隣接につきましては。それで精一杯の対応を

した上での上程ということで、地域委員会としては確認しています。 

○議長 ほかに意見ございませんか。 

○委員 疎明書の理由から言うたら、疎明書を認めるというのが、この理由なら同意がないとい

うことは致し方ないなあという、そういうふうに理解します。農業面においても、隣接農地に

影響がほとんどないということであれば、その同意がないというのをもって、許可すべきでな

いという理由にはならないというふうに、僕は考えます。 

  自治会の同意がないと、関係者の同意がないというとこがちょっと気になるわけですけど、

先ほど申しあげたお願いに行っとる、その関係がどうなんかなという心配をしたまでで、もう

既に自治会長と農業委員会とで十分に話もされているようですので、僕が心配したようなこと

が今後ないのであれば、この疎明書いうのが、疎明書として認めていける内容ではないかとい

うふうに考えます。 

  以上です。 

○議長 ありがとうございます。ほかに意見ございませんか。 

  それでは質問、意見等打ち切りまして、採決に入りたいと思います。 

  今のところ、反対とする意見がないようでありますので、こちらとしてはそういう反対意見

を聞かないということで、採決をとりたいと思います。 

  ただいま番号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か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 全員異議がないということでございますので、異議がございませんので、番号４番は許

可相当と意見を付して、進達すべきものと決定いたします。 

  続きまして、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。 

  続きまして、春日地域の案件につきまして、事務局説明をお願いします。 
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○事務局 議案第３号、番号６番、番号７番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  春日地域委員会から確認報告をお願いします。 

〇委員 番号６番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号６番は売買により、土地を購入し、一般住宅を建築したいというものです。図面は４９

ページにあります。 

申請地は、上下水道が埋設されている道路の沿道にあり、かつ５００メートル以内に教育施

設並びに医療機関が存在し、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、周辺農地営農への影響は、支障はないものと思われま

す。 

  しかし議案書に見てもらったら分かりますが、転用面積が５００平米を少し基準よりやや広

いのですが、配置図では自家用車、来客用の駐車スペース、庭、さらに家庭菜園も設けたいと

いう内容になっております。 

  丹波市農業委員会申し合わせ事項第２５番の家庭菜園の事項で、申請面積全体の５分の１以

下に対応していると判断します。 

  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。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

次に、番号７番を、引き続いて議席番号○番の○○が説明いたします。 

 番号７番は売買により取得し、一般住宅を新築するための申請です。図面は２５ページに示し

ております。 

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

未満のため、第２種農地と判断されます。 

  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。代

替地の検討表、資金証明も添付されております。 

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

申請内容に問題ないことを、確認しております。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。  

○議長 春日地域委員会からの確認報告が終わりました。 

 まず番号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。 

  続きまして、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。 
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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７番は許可相当と意見を付して、進達すべきものと決定

いたします。 

続きまして、山南地域の案件について、事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第３号、番号８番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  山南地域委員会から確認報告をお願いします。 

〇委員 番号８番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号８番は、売買により一般住宅を新築するための申請です。図面は５０ページに示してお

ります。 

  今回申請の土地は、平成２９年７月付で、露天駐車場として転用許可された土地です。利用

計画変更による申請でございます。 

  申請地の農地区分は、街区の面積が１万２，９００平米で、宅地の占める面積が１万７００

平米であり、８２．９パーセントを示しております。宅地面積の割合が４０パーセントを超え

ているため、第３種農地に該当すると考えます。 

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

業計画変更理由書も添付されております。 

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

れも申請内容に問題がないことを、確認しております。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

以上です。 

○議長 山南地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号８番について、質問、意見等はございませんか。 

  お願いします。 

○委員 こういう場合に、以前やったら条件変更の申請、計画変更の申請ということで、出とっ

たような内容に見えるのですが、これが第５条でこういう理由書を添付というのと、この計画

変更届との区別の仕方、どういう場合は第５条で、どういう場合は計画変更の届出申請になる

のかというのを、ちょっと教えてください。 

〇事務局 事務局でございます。 

  条件変更と、第５条ですね。これの違いでございますが、条件変更の場合には、当事者が変

更ない場合、この場合には条件変更で、手続を進めます。今回の場合は、前回の第５条で、転

用事業者の方が、譲渡人となっています。所有権移転登記が既に終わっていますので、所有権

移転登記だけを終えて、転用事業が未着手のまま残っているという状態でございまして、その

場合に、新たな転用事業が発生した場合には、事業計画の変更理由書を添付して、第５条申請

を再度するという手続になってございます。 

  ですので、理由としては、当事者が変わるか変わらないか、それによって手続が変わるとい

うことでございます。 

  以上です。 

○議長 よろしいですか。御理解いただきましたか。 

  ほかに質問、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。 

  続きまして、市島地域の案件につきまして、事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第３号、番号９番～番号１２番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  番号９番から番号１２番につきまして、一括して審議いたします。 

それでは市島地域委員会から確認報告をお願いします。 

〇委員 番号９番から番号１２番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号９番から番号１２番は、農地を売買により取得し、太陽光発電設備を設置する申請です。

地図は５１ページ、５２ページに示しています。 

  農地区分は、住宅の用もしくは事業の用に供する施設、または公共施設もしくは公益的施設

が連たんするもので、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。 

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、その面積が３，０９２平米のため、市の開発指導要綱の手続きをされております。 

５１ページの地図で、資材の搬入は、左側の工場の駐車場からクレーンで申請地に下ろすと

いう予定で、その工場の使用許可も取られております。 

よろしくお願いします。 

○議長 市島地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  これは大規模な転用になりますので、隣接する春日地域委員会から確認報告をお願いします。 

○委員 ２月２２日に、正副会長と地元委員さん、そして私が現地を確認いたしました。５１ペ

ージの地図を見ていただいたら、図面のとおりですが、右側に竹田川の大きな堤防と、それか

ら反対側には工場用地が、広い工場がありまして、段差のない平らな用地でございます。 

  隣接農地、畑が１筆だけ左のほうにありますが、影響はなく、転用に問題はないと、このよ

うに判断します。 

  以上です。 

○議長 春日地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号９番から番号１２番について、質問、意見等はございませんか。 

○委員 番号１０番の譲渡人に代表相続人という記載がありますが、どういう位置付けになりま

すか。 

○委員 譲渡人の方が亡くなられまして、その息子さんが代表相続人という。それで、兄弟全部

の印鑑ももらっています。 

○委員 まだ相続していなくて、相続人全員から申請されるということですか。 

○委員 はい。 

○委員 分かりました。 
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○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９番、番号１０番、番号１１番、番号１２番について、許可相当と意見を付して、進達

することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号９番、番号１０番、番号１１番、番号１２番は許可相当

と意見を付して、進達すべきものと決定いたします。 

  続きまして、議案第３号、農地法第５条の規定による農地等の使用貸借権の設定許可申請承

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。 

  氷上地域委員会から確認報告をお願いします。 

〇委員 番号１番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号１番は、貸出人の祖父から借受人の孫への使用貸借権設定のための第５条申請です。転

用目的は、一般住宅です。地図は、５４ページをご覧ください。 

  この後、祖父から非農地証明願が提出されている案件があります。 

  現地は、集団規模５４ヘクタールの中に存在しており、第１種農地であると考えております。 

自治会長、その他隣接の方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。 

  また今回、祖父と孫ではありますけれども、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、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、経過書添付につきましては、この申請地の隣接地に農業用倉庫が建っておりまして、

地域委員会としては、申請地に一部かかっているのではないかという判断をしましたので、借

受人から、顛末について経過書という形で提出を求めたものです。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 氷上地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号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。 

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、使用貸借権設定、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。 



 - 30 - 

〇委員 番号２番を、議席番号○番の○○が説明します。 

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

請です。図面は５５、５６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。 

  また、周辺で代替地を探されましたが、適切な土地がなかったため、今回の申請となりまし

た。 

  隣接所有者、また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、よろしくお願いいたします。 

○議長 春日地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号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。 

  次に、市島地域の案件について、事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第３号、使用貸借権設定、番号３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。 

〇委員 番号３番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号３番は、譲受人が一般住宅を新築するため、祖母と孫の間で使用貸借権を設定し、転用

する申請です。地図は５７ページです。 

  農地区分は、街区の面積１万２４３平米に占める宅地の面積７，１３１平米の割合が６９．

６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。 

  転用面積は必要最小限のもので、使用貸借の契約書も添付されており、農地法第５条第２項

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。 

  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。 
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  ここで休憩を取ります。 

 

（休憩） 

 

（再開） 

 

～ 議案第４号 番号１番～１１番 ～ 

 

○議長 それでは再開いたします。 

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。 

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。 

  柏原地域委員会から確認報告をお願いします。 

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、地目変更のための非農地証明願です。図面は６１ページに示しています。 

  この農地につきましては、周りが耕地整備された時の除外地でありまして、水の確保ができ

ない農地であったため、シイタケ栽培の原木置き場として使用されていましたが、柏原川の堤

防が、平成９年に台風により決壊があったときに、シイタケ原木も流されて、田畑には砂利も

入り、農地としてもう利用はできない状況になりました。以前、シイタケ栽培をされておりま

した方も亡くなり、シイタケ栽培としてはもう利用されなくなっていました。 

  ２月１６日に現地を確認しましたところ、現地は土砂が入り田畑として耕作ができないとい

うことになっております。農地への復旧は困難であり、周囲の状況から見ても、非農地と判断

しても特段に影響ないものと見込まれます。 

  また農地でなくなった時期は平成１１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。 

  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～番号６番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

氷上地域委員会から確認報告をお願いします。 

○委員 番号２番を、議席番号○番の○○が説明します。 
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  番号２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６２ページに示しており

ます。 

２月１５日に現地を確認したところ、現地はアスファルトの露天駐車場用地となっておりま

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は、昭和５３年頃からで、地元自治会長、隣接者の証明

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

域委員会としては証明することに問題ないと考えます。 

図面の四角い建物は、農業用倉庫になっております。昭和４８年頃に第５条を申請されてお

りまして、昭和５３年から、○○の駐車場として利用されておりました。平成２１年に○○が

○○に本店が移ったため、以後は○○の駐車場として利用されております。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

続きまして、番号３番も、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６３ページに示しております。 

２月１５日に見たところ、現地は農業用倉庫と住宅の一部となっており、農地への復旧は困

難であり、周囲の状況から見て、非農地と判断しても特段に影響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、平成１１年頃からで、地元自治会長、隣接者の証明も

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

委員会として証明することに、問題ないと考えます。 

図面６３ページを見てもらいますと、この中の下のほうの四角い建物がありますが、これが

農業用倉庫になっております。上は、住宅の一部となっております。 

御審議のほど、よろしくお願いします。以上です。 

○委員 番号４番を、議席番号○番の○○が説明します。 

番号４番は、地目変更のための非農地証明です。図面は６４ページに示しています。 

２月１５日に現地確認したところ、居宅用地となっていることを確認しています。 

地域委員会としては、農地への復旧は困難であり、また地元自治会長の証明書もあり、非農

地と判断しても特段影響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 議長、番号５番の説明の前に、議事録の訂正をお願いしたいのですけれども、議案書５

３ページ、議案第３号の番号１番ですね。農地区分の説明が失念しておりました。農地区分で

すけれども、「集団規模が１４ヘクタールで、第１種農地には間違いないのですが、本申請は、

集落区域に接しており、第１種農地の例外的許可事由に該当するものと考えております。」と

いう一文をお知らせすることを抜けておりました。議事録の訂正をお願いします。以上です。 

  それでは、番号５番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

図面は、５４ページに記載しております。 

現地は農業用倉庫が建築されており、農地への復旧は困難であります。２月１５日の地域委

員会で確認したところ、周囲の状況から見ても、非農地と判断して特段に影響がないものと見

込まれます。 

また農地でなくなったのは、昭和６３年頃で、地元自治会長と隣接者の証明もあり、平成２

１年１２月２４日付非農地証明の取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
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は証明することに問題ないと考えております。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員 番号６番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

番号６番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は１３ページに示しております。 

２月１５日に確認したところ、現地は物置、倉庫、露天駐車場になっており、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ものと見込まれま

す。 

また農地でなくなった時期は、平成４年頃からで、地元自治会長、隣接者の証明もあり、平

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

しては証明することに、問題はないものと考えております。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○議長 氷上地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  まず番号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。 

  続きまして、番号３番について、質問、意見等はございませんか。 

（「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。 

続きまして、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。 

  続きまして、番号５番ですが、先ほど議事録の訂正をお願いしますということが委員からあ

りましたので、先ほどの第５条の案件につきまして、追加の説明をしたということで、議事録

を訂正したいと思います。 

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。 
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  続きまして、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。 

続きまして、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４号、番号７番朗読。 

○議長 番号７番の案件につきましては、農業委員会等に関する法律第３１条に該当する方がい

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 青垣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○番の○○が説明いたします。 

  番号７番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は６５ページに示しております。 

２月１５日に確認したところ、現地は農家住宅となっており、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３３年頃からで、地元自治会長と隣接者の証明もあり、

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

としては証明することに問題ないと考えております。 

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。  

  復席をお願いいたします。 

 

（該当委員復席） 

 

○議長 続きまして、春日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４号、番号８番～番号１０番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

春日地域委員会から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、地目変更のための非農地証明願です。図面は、６６ページに示しております。 

２月１６日に確認したところ、現地は露天駐車場となっております。農地への復旧は相当困
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難でございます。周囲の状況から見ても、非農地と判断しても特段に影響がないと見込まれま

す。 

また農地でなくなった時期は、昭和６２年頃からで、地元自治会長と隣接者の証明もありま

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

員会としては、証明することに問題ないと考えています。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

次に、番号９番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

番号９番につきましても、地目変更のための非農地証明願でございます。図面は６７ページ

に示しております。 

２月１６日に確認したところ、現地は露天駐車場となっております。農地への復旧は困難な

状態でございます。周囲の状況から見ても、非農地と判断しても、特段影響がないと見込まれ

ます。 

また農地でなくなった時期は、平成２年頃からで、地元自治会長と隣接者の証明もございま

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

員会としては、証明することに問題ないと考えております。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

以上です。 

○委員 番号１０番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号１０番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は、６８ページに示しています。 

２月１６日に現地を確認したところ、現地は砂利を敷き詰めた駐車場になっております。昭

和５９年頃から、自治会の消防自動車の車庫として利用しておりましたが、今は更地となり、

農地としての復旧は困難であり、非農地として判断しても、特段の影響はないものと思われま

す。 

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

いての第４に該当するため、地域委員会としては、証明すること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。 

○議長 春日地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  まず番号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。  

続きまして、番号９番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号９番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号９番は、証明書を交付すべきものと決定いたします。  

番号１０番について、質問、意見等はございませんか。 
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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。  

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４号、番号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確認報告をお願いします。 

○委員 番号１１番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号１１番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は３０ページに示しております。 

２月１２日に確認したところ、現地は農業倉庫となっており、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、平成１０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が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 市島地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号１１番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○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。  

 

～ 議案第５号 ～ 

 

○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。 

〇事務局 議題第５号、番号１番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

市島地域委員会から確認報告をお願いします。 

〇委員 番号１番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  丹波市長より、住まいるバンクに附随して、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、空き家に附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、２月の１２日に

現地調査を行いました。図面は７１ページに示しています。 

  結果、農業振興地域の農用地区外にあること、空き地に隣接していること、現在何ら耕作さ

れていないが、現況は復旧困難な農地でないこと等を確認しています。 
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  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 市島地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  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。 

      

～ 議案第６号 ～ 

 

○議長 続きまして、議案第６号、地籍調査事業における農地の転用事実に関する回答について、

を議題とします。 

  事務局説明をお願いします。 

〇事務局 議案第６号、朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

まず１番ですが、農業委員会等に関する法律第３１条に該当する方が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 それでは番号１番、氷上地域の案件につきまして、氷上地域委員会から確認報告をお願

いします。 

○委員 番号１番を議席番号○番の○○が説明します。 

  資料は別冊８ページから４２ページになります。２月１５日地域委員会において、現地確認

をさせていただきました。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ものと

見込まれます。 

  以上です。 

○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、氷上地域の地籍調査事業における地目の転用事実に関する回答について、照会の

とおり取り扱うことに、異議がないと回答してよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１番、氷上地域の地籍調査事業における農地の転用事実

に関する回答について、照会のとおり取り扱うことに、異議がないと回答いたします。 

  復席をお願いいたします。 
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（該当委員復席） 

 

○議長 続きまして、番号２番、青垣地域の案件について、青垣地域委員会から確認報告をお願

いします。 

○委員 ２月１５日の地域委員会におきまして、現地確認を行いました。その現地につきまして

は、平成５年あたりから区有林で、そこに兵庫県森林動物研究センターが建設されるというこ

とで、兵庫県がこの一帯を買収しまして、所有者は、兵庫県と国土交通省になっております。

国土交通省というのは、北近畿豊岡自動車道の整備がされております。それから、一部はパラ

グライダーの練習場になっておりまして、雑種地ということです。それを農地に復元するとい

うことは到底できないということで、確認をいたしております。 

  どうぞよろしくお願いします。以上です。 

○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、青垣地域における地籍調査事業における農地の転用事実に関する回答について、

照会のとおり取り扱うことに、異議がないと回答してよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号２番、青垣地域の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。 

  続きまして、番号３番につきまして、市島地域委員会から確認報告をお願いします。 

○委員 ２月１２日に現地確認をいたしましたところ、資料は９１ぺージから最終ページまでで

ございます。９１ページの中身的には番号１番から５番まででございますけれども、田２筆の

うち１筆は雑種地。もう１つの１筆が、畑、山林ということで、確認しております。 

  それから、原野１筆は畑、畑の２筆は山林ということでございます。 

  よろしくお願いします。 

○議長 市島地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号３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 市島地域からありましたように、田が２筆のものが、現地を確認したところ、１筆を雑

種地、１筆を畑、山林という形で、回答したいということの内容でございますが、それで確認

をいたしたいと思います。それで、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、市島地域における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、

２筆の内１筆を雑種地に、１筆を畑、山林ということで確認しております。それ以外について

は照会のとおり取り扱うことに、異議がないと回答してよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号３番、市島地域における地籍調査事業における農地の転
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用事実に関する回答について、田の１筆が雑種地、１筆が畑、山林というふうにして、それ以

外は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７号 ～ 

 

○議長 議案第７号、農用地利用集積計画の決定についてを議題といたします。 

  事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第７号、朗読。 

○議長 それでは、各地域委員会から確認報告をお願いしますが、まず柏原地域につきまして、

農業委員会等に関する法律第３１条に該当する方がいらっしゃいますので、退席をお願いいた

します。 

 

（該当委員退席） 

 

○議長 柏原地域委員会から確認報告をお願いします。 

○委員 ２月１６日に地域委員会において、番号１番から番号５１番について確認しました。地

域委員会で、番号２５番について、昨年まで耕作をしないで、利用権設定がされており、異議

の申し出がありましたので、そのことにつきまして確認し、今年度は必ず作付するという確約

がありましたので、１年契約で改め、今年度については注視するということにしております。 

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ますので、決定することに特に意見はありません。 

○議長 柏原地域委員会からの確認報告が終わりました。 

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。 

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

異議がないと回答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、柏原地域における農用地利用集積計画の決定について、全て

照会のとおり決定することに、異議がないと回答いたします。 

  復席をお願いいたします。 

 

（該当委員復席） 

 

○議長 氷上地域におきましても、農業委員会等に関する法律第３１条に該当する方がいらっし

ゃいますので、退席をお願いいたします。 

 

（該当委員退席） 

 

○議長 それでは、氷上地域委員会から確認報告をお願いします。 



 - 40 - 

○委員 ２月１５日に氷上地域委員会において、番号５４番から番号１５８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 番号７１番、耕作者が○○ですけど、こっちに家か何があるのですか。 

○議長 番号７１番、利用権の設定をする者の住所が○○になっておりますが。氷上地域委員会

から確認報告をお願いします。 

○委員 ちょっと待ってください。今、確認しています。 

○議長 今問い合わせをしておりますので、暫時休憩します。 

 

（休憩） 

 

（再開） 

 

○議長 再開します。氷上地域委員会から説明をお願いします。 

○委員 この方は、○○地内で居宅を購入されております。 

○議長 地元に拠点があるということです。 

  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。 

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

異議がないと回答することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

照会のとおり決定することに、異議がないと回答いたします。 

  復席をお願いいたします。 

 

（該当委員復席） 

 

○議長 青垣地域におきましても、農業委員会等に関する法律第３１条に該当する方がいらっし

ゃいますので、退席をお願いいたします。 

 

（該当委員退席） 

 

○議長 青垣地域の案件につきましては、利用権設定と農地中間管理機構の特例事業を合わせて

確認報告をお願いします。 

○委員 ２月１５日の地域委員会におきまして、確認を行いました。番号１５９番から番号２７

７番と、最後に９０ページの番号１番につきましては、全ての農地について効率的に耕作し、
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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の

で、決定することに異議はありません。 

  以上でございます。 

○議長 青垣地域委員会からの確認報告が終わりました。 

質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

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

異議がないと回答することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

照会のとおり決定することに、異議がないと回答いたします。 

  復席をお願いいたします。 

 

（該当委員復席） 

 

○議長 ここで、議長を交代いたします。 

 

（議長交代） 

 

○議長 春日地域委員会からの確認報告ですが、農業委員会等に関する法律第３１条に該当する

方がいらっしゃいますので、退席をお願いします。 

 

（該当委員退席） 

 

○議長 春日地域委員会から確認報告をお願いします。 

○委員 ２月１６日の春日地域委員会にて、番号２７８番から番号４０８番まで確認いたしまし

たが、全ての農地について効率的に耕作し、農作業に常時従事するなど、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ますので、決定することに特に意見はあり

ません。 

○議長 春日地域委員会からの確認報告が終わりました。 

質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

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

異議がないと回答することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

照会のとおり決定することに、異議がないと回答いたします。 

  復席をお願いします。 
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（該当委員復席） 

 

○議長 ここで議長を交代します。 

 

（議長交代） 

 

○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 ２月１２日に確認しましたが、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。 

この中で番号４３３番の耕作者は、○○にお住まいですが、お母さんが○○におられまして、

帰省して一緒に農作業をされているということでした。 

  以上です。 

○議長 山南地域委員会からの確認報告が終わりました。 

質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

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

異議がないと回答することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

照会のとおり決定することに、異議がないと回答いたします。 

  続きまして、市島地域委員会から確認報告をお願いします。 

○委員 ２月１２日に番号４７９番から番号５６４番まで確認いたしましたが、全ての農地につ

いて効率的に耕作し、農作業に常時従事する等、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各

要件を満たしていると考えますので、決定することに特に意見はありません。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。 

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。 

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、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。 

○委員 ちょっと、議長すいません。 

農地集積計画ですけどね、これは、農林整備課が受けるのですか。 

○議長 農業振興課ですね。 
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○委員 農業振興課。そしたら農業振興課は、ある程度責任は持ってもらえるのですか。確認を

とるような状態でしているのか。全く農業委員会に丸投げですか。今、柏原地域で意見が出て

いましたけど。そういうのもあちこちにあると思います。それは、農業委員会がそんな責任持

つ必要がないと思います。 

○議長 いつも確認報告をしていただいて、確認結果で照会のとおり異議がないという回答をし

ていますが。 

○委員 それは、そうですけど。 

○議長 それで、もし異議がある場合は、この例えば何番については。 

○委員 異議がない言うて、今まで前もって、この人がちょっと問題ありそうやというようなこ

ともあるわけですよ。どこもあると思いますわ。この場のきれいごとで済ませていると思いま

すけどね。ちょっとそういうことに関しては、農業振興課で、多少なりとも現場を確認したり

そういうことはするべきやないかと思いますけどね。 

○議長 農業振興課には、書類が出てくるのだと。それが集計したものが、これだということで

す。これについて、このまま例えば貸し借りなりをしてもいいですかということを、こちらで

問われとるわけですよね。で、それについて。 

○委員 いいや、違うよ。受け付ける時点でね。農業振興課でももうちょっと考慮すべきやない

か。それと農業振興課もどのような状態、何か受け付ける状態のときに、ちゃんと草刈りとか

そういうことをしてくださいよ、いうようなことを、アドバイスしていただくようなことはで

きないのですか。 

○議長 こちらでも確認させていただきますが、例えば毎年農地パトロールとか、いろんなとこ

ろで、借りているのに雑草繁茂とか、そういうところはこちらでチェックをしておれば、農地

パトロールであがっていますよということでチェックはできるということにはなろうと思いま

す。 

○委員 農業振興課も現地へ行くべきだと思いますがね。 

○議長 事務局から説明をお願いします。 

○事務局 すいません、事務局でございます。 

  今、この手続について、御質問とかも議論はされておるところではありますが、大前提とし

て利用権設定を受け付けて、それを公告する。市が公告することによって、この契約が有効に

なりますけれども、その一連の行為は、当然市長がすべきことになります。 

ただ、法律行為の中で、市が公告するまでには、必ず農業委員会に意見を聞きなさいよと。

で、その中で、可否について決定を求めて、農業の現場を、一番御存じの農業委員さんに御確

認をいただいた後に、問題ないということの裏付けを取った中で、決定をしなさいよというこ

とがあります。 

よって、毎回このような形で、意見を求められているということがあります。この一連の利

用権の申し出があった。私、水稲したい。私、小豆がしたいということで、基本的には前向き

な内容の中で、市はこの利用権設定の申し込みを受けております。最終的に公告するまでの一

連の中で、現場の確認は農業委員会がしましょうよ。してくださいね、ということが、法律の

中に謳われておる。これによって、意見を求められているというふうに御理解をいただければ

いいのかなと。 

そうした中で、やはり一番現場のことを御存じである委員会の委員さんが、大丈夫やという
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ことで御確認いただく。こういう役割になっていただいている。そういうふうに理解をしてい

ただければいいのかなと思っております。 

  以上でございます。 

○議長 今、事務局が申しましたように、毎回このような議案が出て、農業委員会で確認をして

おるわけですけども、今田中委員から言っていただいておるようなことも、農地の状態につき

まして、農地パトロールというので情報共有することによって、これから農業振興課の段階で、

判断できる場合があるかもしれませんので、その辺はまだ十分な情報共有ができてないという

こともあろうかと思いますので、今後、農業振興課と話をしていく中で、事前にチェックがで

きるようであれば、そのようなことも進めていければなというふうに考えておりますので、貴

重な意見として承っておいたらよいということで、よろしいですか。 

  今後、そのような情報共有して、受けたときにも少し状況が分かるような状態を作っていた

だけるように、働きかけをしたいと思いますので、またいろんな形でご意見いただければと思

いますので、よろしくお願いします。 

  よろしいでしょうか。 

○委員 あまりよろしくないですね。 

○議長 今後の課題ということで、承っておきます。 

 

～ 報告第１号 ～ 

 

○議長 報告第１号、農地の一時利用の届出に入ります。 

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説明はございませんか。 

〇委員 水路工事は終わりまして、農地は元どおりにして、工事は終わったということで報告し

ます。 

以上です。 

○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、番号１番、青垣地域の農地の一時利用について、御承知お

きください。 

  次に春日地域の案件につきまして、報告をお願いいたします。 

○事務局 報告第１号、番号２番、番号３番、報告第２号、番号２番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

春日地域委員会から補足説明はございませんか。 

〇委員 番号２番につきまして、議席番号○番の○○が補足します。 

  この事業は皆さん御存じのとおりですが、多面的機能支払交付金事業の一環でして、工事進

入路の届出でございます。ほとんど工事が終わっておりましたので、報告させていただきます。

以上です。 

○議長 番号３番はどうですか。 
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○委員 番号３番ですが、２４ページの地図をご覧ください。一時利用、○番、これは進入路で

一時利用の届出がされております。進入路と申しますは、その上の農地２筆を形状変更という

ことで、この図面に書かれております。重機を入れるための届出ということでございます。 

  以上です。 

○議長 春日地域委員会からの補足説明が終わりました。 

番号２番及び番号３番及び関連で、７９ページの番号２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１号の番号２番、番号３番、そして報告第２号の番

号２番につきまして、御承知おきください。 

 

～ 報告第２号 ３番 ～ 

 

○議長 報告第２号、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説明はございませんか。 

○委員 別にありません。 

○議長 よろしいですか。 

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２号の番号３番、農地の形状変更届について、御承

知おきください。 

 

～ 報告第３号 ～ 

 

○議長 報告第３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３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説明はございませんか。 

○委員 皆さん、ちょっとこれに関して、令和２年３月３１日になっております。前任者の○○

委員さんと一緒に当時見に行きました。なぜ今頃出てくるのかという、確認はしていますけど、

もし事務局のほうからあれば。地元からの批判、不満というか声はあがっておりません。補足

説明があったらお願いします。 

○事務局 事務局でございます。 

  改めて、工期のところをご覧ください。今回報告をさせていただいた日付の横に括弧書きで、

令和２年３月１６日から令和３年２月１８日とございます。当初は、この期間で報告を受けて

おりましたが、３月２５日まで工期が延びます。このようなことで、今回改めて報告がありま

したので、この総会の場で改めて、報告をさせていただいた次第でございます。 

  以上でございます。 
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○議長 事務局の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 工期が少し延びたということで、御承知おきください。 

  続きまして、市島地域について、事務局説明をお願いします。 

○事務局 報告第３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から補足説明はございませんか。 

○委員 地図の８５ページの南側からずっと歩道がついてきていまして、今回農地を買収して、

ここに歩道をつけるということです。 

○議長 歩道をつけるということですね。 

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、市島地域の公共工事の届出について、御承知おきください。 

  ここで議長を交代いたします。 

 

（議長交代） 

 

～ 報告第４号 ～ 

 

○議長 報告第４号、青年等就農計画の認定について、事務局説明をお願いします。 

〇事務局 報告第４号、朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。この件について、何か質問等はございますか。 

○委員 目標営農で、若松の次は、どういう作目なのか。 

○事務局 ホオズキです。 

○議長 よろしいか。 

  ほかに質問等はございませんか。 

（「質問なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ないようですので、報告第４号、青年等就農計画の認定について、御承知おきください。 

 

～ 報告第５号 ～ 

 

○議長 報告第５号、人・農地プランの認定について、事務局説明をお願いします。 

〇事務局 報告第５号、朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。この件について、何か質問等はございますか。 

（「質問なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 それでは、報告第５号、人・農地プランの認定について、御承知おきください。 

  以上で、案件は全て終わりました。 

  事務局から何かありますか。 

○事務局 失礼いたします。事務局から、何点か連絡事項をさせていただきたいと思います。 
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（連絡事項） 

 

○議長 これで第１１回定例総会を閉会いたします。 
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会議の顛末に相違ないことを認め、署名いたします。 

 

   令和３年２月２５日 

 

            議           長              ○印  

 

 

            議事録署名委員（１５番委員）             ○印  

 

 

            議事録署名委員（１８番委員）             ○印  


