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令和２年度 第１２回定例総会議事録 

  

１．日 時  令和３年３月２５日 午後１時３０分 

２．場 所  丹波市立春日住民センター大会議室 

３．出席者 

○農業委員（２３名） 

 （柏原地域） １番 古倉 一郎   

 （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 

 

○欠席委員 （１名） 

        ２番 矢本 規夫 

 

○事務局  （３名） 

 

４．議事 

  議案第 １ 号 農地法第３条の規定による許可申請承認について 

議案第 ２ 号 農地法第４条の規定による許可申請承認について 

  議案第 ３ 号 農地法第５条の規定による許可申請承認について 

  議案第 ４ 号 農地転用許可条件の変更申請承認について（第５条） 

 議案第 ５ 号 非農地証明願承認について 

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

（下限面積の設定） 

  議案第 ７ 号 地籍調査事業における農地の転用事実に関する回答について（別冊） 

  議案第 ８ 号 農用地利用集積計画の決定について（別冊） 

  報告第 １ 号 農地の形状変更届について 

  報告第 ２ 号 農地法施行規則該当転用届について 

     

５．閉会 
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１． 開会 

○議長 それでは、開会したいと思います。 

ただいまより、令和２年度丹波市農業委員会第１２回定例総会を開催いたします。 

  初めに、岸本会長から御挨拶をお願いいたします。 

 

２．会長あいさつ 

○岸本好量会長 （挨拶） 

○議長 ありがとうございました。 

事務局から、会議の開催について、報告をお願いいたします。 

○事務局 事務局でございます。本日の定例総会、２番の矢本委員さんから欠席届が提出されて

おります。結果、農業委員さん２４名中、２３名の農業委員さんにご出席いただいております

ので、農業委員会等に関する法律第２７条の規定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。 

  本日は、１９番の野垣委員、２０番の和田委員、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いたしますので、署名押印をお願いいたします。 

 

４．議事 

～ 議案第１号 所有権移転 番号１番～２４番 ～ 

～ 議案第１号 使用貸借権設定 番号１番 ～ 

～ 議案第３号 所有権移転 番号１番 ～ 

～ 報告第１号 番号１番 ～ 

 

○議長 日程４、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３番、議案第３号、所有権移転、番号１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。 

柏原地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 先ほどもありましたように、本日は矢本委員が欠席ですので、柏原地域の関係の案件は、

議席番号○番○○が全部説明させていただきます。 

番号１番は、農地を売買により取得し、経営を拡大させたいというもので、７ページに地図

をつけています。 

申請地は、譲受人所有農地の隣接地で、畦畔を撤去すれば１枚になる農地です。 

以前耕作していた人が、小さい田んぼで作業性が悪いということで、返されてから売買の話

が始まり、隣接地の申請人が購入をするということになりました。 
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また畦畔を撤去して、１枚の田んぼとして利用すると聞いています。この形状変更の届出は、

来月出てきます。 

申請者は高齢ですが、実質息子さんが耕作されており、年齢の心配はありません。 

  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。 

番号２番は、農地を売買により取得し、経営を拡大させたいというもので、８ページに地図

をつけています。 

申請地は、以前に太陽光発電所が開発された残地です。 

申請者は、申請地の南側の山林を所有されており、隣接地ということで、購入されるという

ことになったと聞いています。果樹栽培をすると聞いています。現在、柑橘系の果樹が、数本

植わっているのを確認しました。 

申請人は、住所が○○になっていますが、近隣に住宅を所有されています。地図の右上のほ

うにあるのが、この申請者の住宅でございます。そこを拠点に、○○で既に１万４，０００平

米を超える耕作をされています。 

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

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

ことを確認しています。 

続いて番号３番ですが、事務局の説明にもありましたように、３条の番号３番と、５条の番

号１番、形状変更の番号１番を併議でお願いいたします。地図は全て９ページに示しています。 

まず、５条の番号１番です。地図の下のほうに、申請者の自宅があります。左下のほうにな

ります。ここでは駐車場もなくて、建て替える場所を探していたところ、今回の話がまとまり

ました。 

この場所は、以前シイタケ栽培用地として使われており、シイタケ栽培縮小に合わせ、住宅

建設をするということです。 

住宅建設に合わせ、自宅近くで野菜栽培をしたいということで、住宅地の裏手の北側の農地

も、合わせて取得されます。住宅敷地からの進入ということになります。 

  この家庭菜園の利便性を高めるため、住宅と同じ高さに造成して利用したいということで、

形状変更の届出もされています。 

  農地の立地基準は、土地改良の受益となっていない農地で、申請地が含まれる農地の集団規

模は１０ヘクタール未満でございます。１種２種３種のいずれの要件にも該当しない農地であ

り、農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地であると判断し、２種農地

であると考えます。 

  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、３条の許可要件の全てを満たしていること

を確認しています。 

  ５条については、隣接農地所有者、地元自治会関係者の同意もあり、周辺農地への営農の影

響はないものと思われます。また、転用面積も適当であり、農地法第５条第２項の各号には該

当せず、いずれも申請内容に問題がないことを確認しています。 

  形状変更についても、特に問題はないと考えます。 
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  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 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。 

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番ですが、４６ページの５条の番号１番と併議とさせていただき、７３ページの形状

変更の番号１番の関連の議案として、一括して審議をしますので、よろしくお願いします。 

まず、この３件の案件につきまして、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 ３条、５条、形状変更ともに、質問、意見等はございませんか。 

○委員 年齢が違っているのですけど、よろしいのですか。 

○議長 年齢が違っている。 

○委員 形状変更だけ７０歳になっている。 

○議長 形状変更のところ、申請人の年齢が７０歳になっている。ほかは全部７１歳やね。 

○事務局 すいません。事務局でございます。 

  ただいま御指摘をいただきました、７３ページ、番号１番、申請者の年齢なのですが、７１

歳。申し訳ございません。議案書の訂正を願います。申し訳ございませんでした。 

○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 それでは２ページ、第３条の番号３番、そして４６ページ、５条の番号１番について採

決をとります。 

まず、３条の番号３番並びに５条の４６ページの番号１番についてですが、３条の番号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 続きまして、４６ページの番号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 それでは３条の番号３番につきましては、許可すべきものと決定いたします。また、４

６ページ、５条の番号１番につきましては、許可相当と意見を付して、進達すべきものと決定

いたします。並びに、７３ページの番号１番につきましては、御承知おきください。 
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  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４番～番号８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いたします。 

○委員 番号４番を、議席番号○番の○○が説明します。 

番号４番は、新規就農で、農地を売買により取得し、経営を開始したいというものです。図

面は１０ページに示しております。 

譲受人は、○○の方で、農作業をやっておるのですが、○○を経営されております。下限面

積は農用地区域外のため１０アールです。１０ページの図面を見てもらったら、細長い農地で、

半分ほどはお米、また半分ほどは栗、柿、ミカンのようなものを植えておられます。 

右下の四角いところ、これ畑でございます。この畑の前が、譲渡人の家となっております。

この居宅と農業用倉庫、農業用倉庫の中にあるトラクター、草刈り機など一式での売買となっ

ております。農業につきましては、譲渡人が指導されるということでございます。 

  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。 

○委員 番号５番を、議席番号○番の○○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１１

ページに示しております。 

図面の道挟んで向かい側が、当人の自宅であり、自宅前でブルーベリーを栽培したいという

ことで、５年計画の営農計画書も提出されております。 

  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しており、許可要件の全てを満たしていることを確認し

ております。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員 番号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。 

申請人は、隣接した農地を所有されており、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１３ペ

ージに示しています。 

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

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

しております。 

  それから、地域調和要件に合致するよう守りますというような内容の誓約書を添付され、申
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請されております。 

  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８番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

番号８番は、農地を取得し、新たに農業を開始したいというものです。 

先月、利用権設定によりまして、農地を借り受け、今回の申請と合わせての就農となります。

農用地区域外の農地であり、図面は１４ページに示しております。 

後で報告します非農地と一括しての購入であります。ここが、住宅となります。また、野

菜・果樹等の栽培を計画されております。 

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

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

しております。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 氷上地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号４番について、質問、意見等はございませんか。 

 （「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

番号４番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号４番は許可すべきものと決定いたします。 

  番号５番について、質問、意見等はございませんか。 

（「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。 

  番号７番について、質問、意見等はございませんか。 

 （「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

番号７番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  番号８番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 
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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。 

次に、青垣地域の案件について、事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第１号、番号９番、１０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いたします。 

○委員 番号９番を、議席番号○番の○○が説明をいたします。 

  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１５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。 

  続きまして、番号１０番の説明をいたします。 

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ございます。

１６ページに図面をつけております。 

  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。 

  なお、譲渡人の農地は、畑が１筆残っております。 

  また誓約書が添付されておりますので、説明します。 

  ３条申請をするに当たり、昭和４５年頃から鶏舎として利用し、現在鶏舎を取り壊して、キ

ャンプ場を作っております。このように農地以外の土地として利用してきました。つきまして

は、後日、非農地証明願を提出することを誓約いたします。 

  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。 

  続きまして、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１１番～番号１６番、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。 

春日地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号１１番につきまして、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  この物件につきましては、農地を売買によって取得して、経営規模を拡大したいというもの

でございます。図面につきましては、１７ページ、１８ページでございます。 

  この物件につきまして、まず譲受人の方が、○○でございますが、○○であり、譲受人の要

件は備えていると考えます。また、家族が多いのですが、子供さんも含めての○人ということ

になっています。耕作者が３人ということです。この方は、この付近につきましても、それか

らまた市島地域につきましても耕作されているということでございます。地域委員会としては、

農地法第３条第２項各号の全部効率利用要件、それから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。 

次に番号１２番につきましても、議席番号○番の○○が説明いたします。 

この件につきましても、農地を売買により取得し、これから営農を開始したいということで

ございます。 

この方が買われるところは、農用地区域外でございます。図面は、１７ページを見てくださ

い。 

もう一つ、この方は、３４ページの番号１番ということで、農地の使用貸借権を設定されま

す。この面積を合計しましたら１，４５０平米でございまして、農用地区域外で、１，０００

平米以上となっております。この方は、今後ともこの場所において果樹を作りたいということ

でございます。 

特に１７ページの図面を見ていただいたら、３条の○○の○番の６４１平米ということです

が、この市道と申請地との間の土地は、先月に非農地証明が出された土地でございます。 

大事なことでございますが、この非農地につきましては、将来この方と土地の売買によって

ここに家を建て、裏のあたりで果樹を栽培したいということでございます。 

地域委員会としては、農地法第３条第２項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、地域委

員会としては確認しております。 

  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、図面は１９

ページに示しております。 

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

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。 

  なお、今回は、１９ページの図面を見ていただければ、○番の上にあります。申請地の隣に

あるのですが、地番はちょっと書いてございませんけれども、○番に対して、誓約書が提出さ

れております。昭和５６年頃から、農業用倉庫が建っておりまして、この５月頃に２アール未

満の届出をしたいというものでございます。 
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  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、番号１４番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号１４番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、図面は２０

ページに示しております。 

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

従事要件、また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 次に１５番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号１５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、２１ページに

地図があります。 

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などに適合しており、許可要件の全てを満たしていることを確

認しております。 

農地の利用は、栗などを植えたい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１６番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号１６番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、図面は２２

ページにお示ししています。 

  現在、利用権設定により、５５２平米の自作畑があります。 

なお、当該農地は農用地区域外のため、合計１，３７７平米で、下限面積を満たしておりま

す。 

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

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

しております。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 春日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、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番についてですが、３４ページの番号１番、使用貸借権設定の番号１番を下限面積

の関係がありますので、併議とさせていただきます。 

この番号１２番と、併議の番号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１２番並びに３４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） 
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○議長 異議がございませんので、３ページの１２番並びに３４ページの使用貸借権の番号１番

について、許可すべきものと決定いたします。 

番号１３番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

番号１３番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１３番は、許可すべきものと決定いたします。 

番号１４番について、質問、意見等はございませんか。 

○委員 進入路は、上の川の土手から入るのですか。 

○委員 申請地右側の田んぼのすぐ横が、譲受人の持ち家でございまして、家から直接入るとい

うふうな、その田んぼ２枚とも、間にある田んぼもその人が作っておられますので、その田ん

ぼ、宅地から田んぼへ、田んぼから申請地へと入られる予定です。 

○議長 よろしいですか。隣接する農地も、その人が耕作をされておるということで、そこから

進入できるということです。 

  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。 

番号１４番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１４番は許可すべきものと決定いたします。 

  番号１５番について、質問、意見等はございませんか。 

 （「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

番号１５番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１５番は許可すべきものと決定いたします。 

  番号１６番について、質問、意見等はございませんか。 

 （「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

番号１６番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１６番は、許可すべきものと決定いたします。 

  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１７番～番号２１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１７番を、議席番号○番の○○が説明させていただきます。 

 番号１７番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、図面は２３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しており、許可要件の全てを満たしているものと確認し

ております。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○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、地図は２４

ページに示しています。 

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

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

確認しております。 

なお、この申請によりまして、譲渡人の農地はなくなり、農業を廃止されます。 

以上です。 

○委員 続きまして、番号１９番、番号２０番、番号２１番を、議席番号○番の○○が説明させ

ていただきます。 

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

２５ページに示しております。 

  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、この案件には誓約書が添付されております。所有農地の中に、農業用倉庫を設置して

いる農地があるため、２アール未満の届出を、４月に行うという誓約書でございます。 

  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２０番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、

図面は２５、２６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、図面の２６ページですが、上から２番目、１５２平米の分ですが、この農地は進入路

がございません。そのため、斜め下に宅地がありますが、この敷地を通って耕作する予定でご

ざいます。承諾書も添付されております。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、番号２１番。農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、

図面は２７、２８ページに示しております。 

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

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

しております。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。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） 
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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１７番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

番号１８番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

番号１８番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１８番は許可すべきものと決定いたします。 

番号１９番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

番号１９番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１９番は許可すべきものと決定いたします。 

番号２０番について、質問、意見等はございませんか。 

○委員 面積が８，０００平米を超える申請なのですが、どんな作付がされるのか、ちょっと聞

きそびれたので、教えてください。 

○議長 作付計画の確認。 

○事務局 すいません。事務局でございます。 

  今回の３条申請に当たっての作付計画、非常に多くの筆数があるのですが、○番については

野菜栽培、○番、○番、○番、○番、○番及び○番については果樹でございます。 

それから小字○○の○番から○番、○番、○番、○番については、花木、主にこの農家は、

花木栽培をされとる農家です。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２０番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

番号２１番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

番号２１番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号２１番は許可すべきものと決定いたします。 

次に、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２２番～番号２４番朗読。 
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○議長 事務局の説明が終わりました。 

市島地域委員会から確認報告をお願いします。 

○委員 番号２２番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号２２番は、２月の定例総会において、住まいるバンクによる別段の面積設定を審議して

いただいた農地を、所有権移転により取得し、新規就農により、トマト、キュウリその他を栽

培したいというもので、図面は２９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２３番、番号２４番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

番号２３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３０

ページです。 

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

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

しております。 

  なお、進入路は申請地の下側に隣接した譲受人の所有地である山林で、ここから出入りする

ということです。 

  番号２４番は、農地を取得し、経営規模を拡大したいというもので、地図は３１ページです。 

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

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

しております。 

  なお、地図の○番は、川沿いに耕運機が入るぐらいの里道が通っているのですが、現在もこ

の譲受人が耕作しており、畔を越えて入っていくそうです。 

  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。 

  番号２３番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

番号２３番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号２３番は許可すべきものと決定いたします。 

  番号２４番について、質問、意見等はございませんか。  

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 
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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。 

 

～ 議案第１号 賃貸借権設定 番号１番 ～ 

 

○議長 続きまして、３２ページの番号１番について、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、賃貸借権設定、番号１番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  氷上地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号１番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

３３ページを見ていただければ、水分れ資料館というのがございます。この水分れ資料館と

関連する関係での申請と、御承知おきください。 

番号１番は、今月リニューアルオープンをしました水分れフィールドミュージアムで開催す

る農業体験教室で使用する農地を確保しようとするものです。図面は３３ページに示しており

ます。 

地域委員会にて、実施要項を確認したところ、体験農園として、公益目的に使用されるため、

農地法第３条の不許可の例外、農地法施行令第２条第１項第１号のハに該当するため、農地法

第３条第２項の全部効率利用要件、農作業の常時従事要件、下限面積要件等は満たしておりま

せんが、許可することに問題はないことを確認しております。 

また、この所有者と市との間で賃貸借契約が交わされております。 

また、農地法施行令第２条第１項第１号のハにつきましては、教育、医療又は社会福祉事業

を行うことを目的として設立された法人で、農林水産省令で定めるものがその区域を取得しよ

うとする農地又は採草放牧地を当該目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供すると認めら

れるということで、このハの要件に当てはまると考えられます。 

この農地につきましては、水稲とサツマイモ、黒豆の枝豆等を栽培する予定になってござい

ます。農の学校の生徒さんと、それから児童で栽培の実習体験をする計画がされています。 

この件につきましては、教育委員会の文化財課が担当されるということで、お聞きをしてお

ります。その横で、専門の方が１名ここに来られて、指導をしていくということで、お聞きし

ております。 

以上です。何か御質問がありましたらお受けいたします。 

○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 契約期間はどうなっていますか。 

○委員 ５年ということになっております。 

○議長 ほか質問、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。 

 

～ 議案第１号 使用貸借権設定 番号２番 ～ 

 

○議長 続きまして、３４ページの番号２番になります。農地の使用貸借権設定許可申請承認に

ついて、事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第１号、使用貸借権、番号２番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  市島地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号２番を、議席番号○番の○○が説明します。 

番号２番は、使用貸借により権利を設定し、経営規模を拡大したいともので、図面は３５ペ

ージです。 

借受人は、○○の運営会社で、自社の事業用として使用するもので、３年の契約となってお

ります。 

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

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

しております。 

よろしくお願いします。 

○議長 市島地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号２番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

番号２番について、許可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。 

 

～ 議案第２号 番号１番～３番 ～ 

～ 議案第２号 一時転用 番号１番 ～ 

 

○議長 議案第２号、農地法第４条の規定による許可申請承認についてを議題といたします。 

事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第２号、番号１番～番号３番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

 まず番号１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。 
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（該当委員退席） 

 

○議長 番号１番につきまして、氷上地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号１番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号１番は、申請人の農地を転用し、貸露天駐車場として利用するための申請です。図面は

３８ページに示しております。 

  申請地の農地区分は、街区の面積が１万５，７５０平米に対し、宅地の面積が４５．２パー

セントとなっているため、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４条第６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。 

  駐車場の使用者は、西向かいの店舗で、賃貸契約が交わされております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 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。 

  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２番につ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 番号２番について、氷上地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号２番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号２番は、自身の農地に、露天堆肥置場を設置するための申請です。図面は３９から４１

ページに示しております。 

  申請地の農地区分は、農振農用地ですが、丹波農業振興地域整備計画で、農業用施設用地に

指定されており、転用内容が堆肥置場であるため、農用地区域内の不許可の例外に該当するも

のと考えられます。 

隣接農地はありませんが、地元の合意が得られないため、疎明書が添付されております。疎

明書の内容が多いので、要点のみ説明させていただきます。 
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  令和２年１１月２８日に、地元役員に事業説明を行いました。地域からは降雨時の流出被害、

コンクリート壁等の構造物の設置、臭い等の環境被害について、意見・要望が出されました。 

  １２月１４日、正副自治会長と面談。「同意ができない」と伝えられました。 

  １２月２３日、１１月の説明会にて受けた要望により計画変更した内容で、改めて説明した

いと資料を手渡し、説明会の開催を求めました。 

  １２月２４日、正副自治会長と面談。コロナ禍で説明会が開催できないため、持ち回りで検

討したが、同意はできないと資料を返されました。 

  申請者としては、地域の良好な関係を引き継ぎたいので、可能な限り地域からの要望・条件

を聞きたいと考えていますが、今回の地元要望は、あまりに費用負担がかかる内容なので、応

えることができません。 

  ただ、これまでも農地を形状変更する際に、自治会との覚書を交わしていますが、遵守して

います。以上が内容です。 

  地域委員会としては、３月の地域委員会に、申請代理人に出席を求め、同意が得られなくて

も、地元に対し何らかの被害が発生した場合、責任を持って対応するとの意思を示すため、誓

約書を提出しては、と助言しました。 

  結果、将来的に何らかの被害が発生した際には、真摯に対応するとの誓約書が、昨日２４日

に自治会に提出されました。 

  転用面積は、事業計画に対して妥当なものであり、農地法第４条第６項の各号に該当しない

こと、また特定事業の申請がされたことは、確認しております。 

  なお、家畜排泄物処理法、水質汚染防止法等、環境に関わる法令にも抵触してないことを確

認しております。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長 氷上地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号２番について、質問、意見等はございませんか。３９ページ、４０ページ、４１ページ

に図面が添付されておりますので、十分確認ください。 

  はい、質問、お願いします。 

○委員 この申請地の近くに、堆肥が出る牛舎や牧場がないのですが、堆肥はどこから運んでく

るのですか。 

○委員 ○○の○○からです。 

○委員 ○○。この申請人が、家畜を飼っているのでしょうか。 

○委員 申請人じゃないです。○○から運んできます。 

○委員 申請人の村とは違う業者が持ってくる。 

○委員 はい。 

○委員 ○○。あそこはようけおるな。 

○議長 すいません。ちょっといろんな個人名が出てきましたので、暫時休憩をとりたいと思い

ます。 

 

（休憩） 

 

（再開） 
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○議長 すいません。ちょっと時間長くなっておりますので、まず再開をします。再開した上で

ちょっと一旦休憩を取りたいと思います。 

 １０分間休憩を入れたいと思いますので、お願いします。 

 

（休憩） 

 

（再開） 

 

○議長 それでは時間になりましたので、再開いたします。 

  ３７ページ、議案第２号、農地法第４条の規定による農地の転用許可申請承認についての番

号２番になります。 

 休憩前から、引き続き質疑を行います。 

改めまして、内容につきまして、質問、意見等はございませんか。 

○委員 再開された所で、改めてお尋ねします。自治会が同意しない理由を教えてください。 

○委員 地域委員会で確認した、地元が同意しない理由については、地元はこの案件については

関わりたくないと。理由についての詳しいことは、一切存じ上げません。ただ、この案件につ

いては、一切知らんと。もし、下流域に被害が出た場合に困るので、誓約書を交わした方がい

いのじゃないかということで、農業委員として、地域委員会として指導しました。それで、農

業委員が間に入って、せめて誓約書でももらうべきじゃないかということで、申請人から誓約

書を作っていただいた上で、地元の委員さんによりまして、お渡しをしていただきました。そ

れについては受け取っていただきましたが、地元の自治会がどういう考えなのかは、分かりま

せん。 

  以上です。えらい中途半端で申し訳ないです。 

○委員 はい、すいません。関わりたくないということは、誓約書をもうてＯＫなら、関わりた

くないということではなくなったんちゃいますか。その分は、関わっているという。誓約書を

もらった時点で。 

○委員 結局そういうことになりますね。それはもうおっしゃるとおり。関わっていかざるを得

ん。預かったら。突き返した場合はなんですけど、そこにどれだけ効力があるかということに

なると、やっぱり協定書の方が効力はあるでしょうけども、一応形としては、農業委員の指導

ということで、進めております。本来は関わりたくないというのが本音です。 

○議長 ○○さん、ほか何か質問。関わりたくないっていう。明確な理由は。 

○委員 何回も農業委員さん、推進委員さんが地元の自治会の方に話を通そうとして、努力をし

ていただいたということは事実です。しかし、何回行っても、結局その案件については関わり

たくないと。 

それで、地域委員会として、それでも誓約書を交わすべきでないかということで提案して、

その内容については、詳細には申しあげられませんが、簡単な文面で、誓約書を作って渡して

もらった。 

誓約書の内容については、地域委員会は関与しておりません。ただ、仲を取りもっただけで

す。 
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  本来、これからもいろいろとこの丹波市の農業委員会の中にも、こういう疎明書の案件が出

ようかと思いますが、この氷上地域、一生懸命こうして疎明書を出される前に、努力したとい

うことだけは見ていただいて、今後またそういう疎明書があったときには、これも一つの参考

資料としていただいたらなと。こういう案件については、本当にみんな苦労していただいたと

いうことは、事務局も一緒ですけども、みんなで苦労したという、そういう案件です。 

○議長 ほかに 

○委員 いや、続き。 

  自治会の同意しない理由が関わりたくないというのが、多分今まで僕自身は聞いたことがな

いと思います。この理由やということで、疎明書が出ているということであれば、疎明書の理

由としては成り立つと、私は思います。以上です。 

○委員 すいません。今、疎明書の話があったのですが、疎明書の中身に、「地元自治会として

は関わりたくないのです」という文言が入っているのですか。疎明書の中に、そういうことを

はっきり書くべきじゃないのですか。 

○議長 疎明書について、再度確認を。 

○委員 ちょっと待ってください。 

○委員 先ほど抜粋して読ませてもうたんですけれども、地元より説明会を受けて、検討の結果、

大雨のときに下流域に堆肥が流出する可能性、将来周辺所有者に、臭い・害虫対策の違反があ

るので、同意ができないとの口頭での返事を自治会長、副地区会長が来訪され、通知されまし

た。 

○委員 疎明書の経過報告としては、そういうことです。 

委員さんが活動されたことについても、ずっとメモ書きではあるのですが、それはまあここ

にはありませんけど、疎明書の内容が報告されている。 

○委員 疎明書は、申請人の名前で出とるのですか。 

○委員 はい。申請人の名前です。 

○議長 よろしいですか。 

○委員 ちょっと一点だけ、質問させてください。 

  堆肥置場に形状変更がされるわけですね。それによって、従来それを形状変更するまでと、

した後とで、将来水害に対する影響が起こるような恐れはないのですか。場所がちょっと、水

の流れとかがよく分からんのでね。一番下のほうやと思いますので、それでせき止められるよ

うな状態で、将来大雨があったときに、上流部に害を及ぼすようなことはないのか。そこの一

帯の田んぼは自分の分ですので、そこはまあつかってもしょうがないと思うのですが集落とか、

あるいは集落の上にある農地とか、そういったところには全く影響が発生しないのかどうか。

そこらの判断を、地域委員会としてはどうされたか。 

○議長 はい、氷上地域委員会。 

○委員 広大な面積の中の一部という位置付けで考えました。上の形状変更につきましては、高

さ２０センチメートル程度ということなので、これについてはそんなに大きな影響はないのか

なと思うので、堆肥置場について検討しました。面積だけということになると、調整池をどう

のこうのというほどの大きな面積にはならないかなと。これを調整池がこれで減ったというこ

とになると、ここの地域でもたくさん５条申請なんか出ると、そこに調整池があったけど、こ

うして建っていったらどうしようもないし、それを止めるというのもなかなか止められないと



 - 20 - 

いう。まあこのぐらいの程度の面積なら止むを得んのかなというのが、結論じゃないかな。地

域委員会ではそういうふうに判断しております。 

○議長 はい、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、反対というのは今までなかったのですがとりあえず意見等

がないということですので、採決に入りたいと思います。 

  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。 

  復席をお願いいたします。 

 

（該当委員復席） 

 

○議長 番号３番につきまして、氷上地域委員会から説明をお願いします。 

○委員 番号３番を、議席番号○番○○が説明いたします。 

  番号３番は、露天資材置場を目的とする転用申請です。図面のほうは、４２ページに示して

おります。４２ページを御覧ください。 

  主要地方道青垣柏原線という県道が、図面東側に出ております。その文字の「青垣柏原線」

の「柏原」というところの右側を見ていただいたら、申請人の屋号が載っておりますけれども

○○を経営しておられまして、その方が今回、４２ページの斜線部分に示しておるとおり農地

を転用して、露天資材置場を計画しておられます。 

  種別は第１種農地の例外に当たると考えます。第１種農地不許可の例外、「住宅その他申請

に係る土地の周辺の地域において、居住する者の日常生活または業務上必要な施設で、集落に

接続して設置されるもの」というふうに解釈し、不許可の例外の適用が妥当であるというふう

に考えております。 

  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、事業計画に対して妥当なものであり、農地法第４条第６項の各号には該当せず、

いずれも申請内容に問題がないことを確認しています。 

  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。 

  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。 

  続きまして、４３ページ、農地法第４条の規定による農地等の一時転用許可申請承認につい
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て、事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第２号、一時転用、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いたします。 

○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、かさ上げによる農地改良を目的とした一時転用の申請です。図面は、４４ペー

ジに示しております。 

  ここの山間部に面した三角形の頂点のとこなんですけど、この先にはダムがございまして、

以前丹波の大水害のときに、この田んぼも水につかっております。 

  所有者は、以前畑をやっていたのですが、水害以降は農地を維持するだけで、何もしており

ません。で、３分の１ないし３分の２ぐらいは、湿害で畑も困難な状況です。 

  そんな中で、もう少しかさ上げして、農地に復元して、豆の栽培をしたいというようなこと

です。 

本人の誓約もありまして、農地に復元されることも確実であり、農地法第４条第６項の各号

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。 

○議長 市島地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号１番について、質問、意見等はございませんか。 

○委員 事業費が○円ということになっているのですが、許可日から３年間で工事期間は終了す

るような予定のようで、相当のかさ上げ、これが○円ということ、ちょっとここ御説明いただ

けたらありがたいと思います。 

○橋本慎司委員 事業費○円の理由は、以前も提案がありましたけど、この三角の下の横のとこ

ろですね。が、既に農業委員会で通ったかさ上げというのが、現在進行中です。 

で、この土地の所有者は、そこに運ばれてきます土を自分の所にも持ってきてほしいという

ようなことで、かさ上げという形になっております。よそから残土を持ってくるということで、

その残土を入れる費用と、それから工事費を相殺しているのだというようなことです。 

まあいわば、ちょうどこのかさ上げで、周辺農地もやっていますので、自分の所も、お願い

したいということです。 

○議長 よろしいでしょうか。 

  ほかに質問、意見等はございませんか。 

○委員 これ１，４６５平米あるのですが、周辺と高さをそろえるのに相当の残土が要ると思う

んですけどね。近隣に対応可能な残土があるのですか。 

○委員 市島ないし春日から主に河川工事の残土が入ってきます。 

○議長 よろしいですか。 

  ほかに質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

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

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

 

～ 議案第３号 所有権移転 番号２～３番 ～ 

～ 議案第３号 使用貸借権設定 一時転用 番号１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。 

番号１番については既に決定しておりますので、番号２番、番号３番について、事務局説明

をお願いします。 

○事務局 議案第３号、番号２番、番号３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いたします。 

○委員 番号２番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号２番は、売買により太陽光発電設備として、利用するための申請です。図面は４７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、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。 

  続きまして、番号３番について、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いたします。 

○委員 番号３番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号３番は、売買により一般住宅として利用するための申請で、図面は４８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、農地の集団的規模が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
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も申請内容に問題がないことを確認しております。 

なお、この申請者は、申請地に近接する場所に住まれている方の娘婿で、娘が地元に帰って

くるということで、地元も歓迎している中で、この住宅を建てるということになったようです。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長 市島地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号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。 

  続きまして、４９ページ、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・一時

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・一時許可申請、番号１番朗読。 

○議長 事務局からの説明が終わりました。 

  氷上地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号１番を、議席番号○番の○○が説明をいたします。 

  番号１番は、使用貸借により、太陽光発電設備の資材搬入路として、１２月３１日まで一時

転用するための申請です。図面は、５０ページに示しておるとおりでございます。 

  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種農地と判断されます。 

転用することに、自治会や地元等の同意も得られ、周辺農地の営農への支障はないものと思

われます。 

また、転用面積は事業計画に対して妥当のものであり、農地法第５条第２項各号には該当せ

ず、いずれも問題ないことを確認しています。工事期間も周辺の農業に影響のないよう配慮し

て、工事終了後は速やかに復元されるので、申請内容に問題はないことを確認しております。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 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。 

 

～ 議案第４号 変更申請承認 番号１番 ～ 
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○議長 続きまして、議案第４号、農地転用許可条件の変更申請承認についてを議題といたしま

す。 

  事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第４号、転用許可条件変更、番号１番朗読。 

○議長 事務局からの説明が終わりました。 

  青垣地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号１番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号１番は、譲受人が、農家住宅を転用目的として、所有権移転の５条申請をし、令和２年

４月３０日に許可されたものでありますが、所有権から使用貸借権へと条件変更を申請された

ものでございます。譲受人と譲渡人は、孫と祖父の関係になります。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 青垣地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号１番について、質問、意見等はございませんか。 

○委員 すいません。議席番号○番の○○です。 

この変更は、登記簿が出るのですか。所有権移転登記はどうなっているのですか。 

○委員 登記は。 

○委員 登記は譲受人になってないのですか。譲渡人のままですか。 

○委員 そうですね。譲渡人のままです。 

○委員 結構です、はい。以上です。 

○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。 

  議案第４号、農地転用許可条件の番号１番の変更申請承認について、変更承認相当と意見を

付して、進達することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１番は、議案第４号、農地転用許可条件の変更申請承認

の番号１番については、変更承認相当と意見を付して、進達すべきものと決定いたします。 

 

～ 議案第５号 番号１番～１５番 ～ 

 

○議長 続きまして、議案第５号、非農地証明願承認についてを議題といたします。 

  事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第５号、番号１番、番号２番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  柏原地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号１番を、議席番号○番○○が説明します。 

  番号１番は、地目変更のための非農地証明願です。地図は５８ページに示しています。 

  ３月１５日に現地を確認しました。現地は既に駐車場として使用されており、農地への復旧

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

す。 
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  農地でなくなった時期は平成１３年頃で、地元自治会と隣接者の証明もあり、平成２１年１

２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。 

  番号２番は、地目変更のための非農地証明願です。地図は５９ページに示しております。 

  ３月１５日に現地を確認しました。現地は既に資材置場、道路、原野であり、農地への復旧

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

す。 

  農地でなくなった時期は昭和４０年頃で、地元自治会と隣接者の証明もあり、平成２１年１

２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、よろしくお願いいたします。 

○議長 柏原地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号１番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１番は、証明書を交付すべきものと決定いたします。 

  番号２番について、質問、意見等はございませんか。 

○委員 すいません。○番は、露天資材置場となっておりますが、市有財産において、資材置場

としてはどういう物が置いてあるのか、何のためなのか分かりましたら、お願いします。 

○委員 はい。近隣の建設業者の資材置場となっております。 

○議長 よろしいですか。 

○委員 市の業者ですか。 

○委員 いや、市の農地じゃないと思います。 

○委員 登記が。 

○委員 個人名は伏せさせていただきます。以前に、平成２６年に、ここの地図を見ていただい

たら、左手あたりにまん丸の物があると思うのですけど、それが上水道の施設です。そこへ行

くための道を、行政が整備したということですが、その時点で、既にもう山林となっておりま

して、その当時、非農地証明願を出されて、非農地証明書がもう交付されていました。 

にもかかわらず、地目変更登記がされていなかったということで、今回その非農地証明書を

もって、地目変更しようとしたときに、法務局から、「これは山林やない」という指摘があっ

て、それやったら現状の地目で、非農地証明願を出して、非農地証明書を取り直そうというこ

とで、出されたものでございます。 

○議長 よろしいでしょうか。 

○委員 ちょっと資材置場との関係が分からない。雑種地でそのままになっていたのはいいけど、

業者の資材置場っていうことになると、地元に許可取っているのかなと。 

○議長 所有者については、申請人とは違います。 

○委員 非農地証明願は、申請人イコール所有者じゃないわけです。その認識がないと。そうい

う申請人の欄にも、また所有者を書いてもいいのかもですが、これあくまでも申請人イコール
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所有者でないという理解でよろしいのですよね。 

○議長 非農地証明願は、申請人と所有者は同じだと思いますが、厳密に言うと、資材置場とは

名義人が違うと。まあ申請人が、非農地として証明をしていただきたいと、そういう願いです。 

  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。 

  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、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５号、番号３番～番号８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いたします。 

○委員 番号３番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号３番は、地目変更のための非農地証明願でございます。図面は６０ページに示しており

ます。 

３月１２日に現地を確認したところ、現地は雑種地で、近所の露天駐車場となっています。

農地への復旧は困難であり、周囲の状況から見て、非農地と判断しても特段に影響がないと見

込まれます。 

また、農地でなくなった時期については、昭和６０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日付非農地証明願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、よろしくお願いいたします。 

○委員 番号４番、番号５番は申請者が同じであるため、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１１ページにあります。 

農地でなくなった時期は昭和４４年頃で、地元自治会長と隣接者の証明もあります。 

番号５番も、非農地証明願です。 

  ３月１２日に確認したところ、現地は住宅の一部となっており、農地への復旧は困難であり、

周囲の状況から見て、非農地と判断しても特段に影響がないと見込まれます。 

  また、農地でなくなった時期は、○番が昭和６２年頃、○番は、平成８年頃で、地元自治会

長と隣接者の証明もあり、非農地証明の取り扱いについて、番号４番、番号５番とも、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６１ページに示しています。 

３月１２日に現地を確認しましたところ、現地は山林になっており、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思われます。 

また、農地でなくなった時期は、昭和３５年頃であり、地元自治会、隣接者の証明もあり、

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

としては証明することに問題はないと考えております。 
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御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、番号７番を、同じく議席番号○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６１ページに示しています。 

３月１２日に現地を確認したところ、現地は母屋、庭、道路となっており、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ものと見込まれます。 

また、農地でなくなった時期は、昭和３０年頃であり、地元自治会と隣接者の証明もあり、

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

としては証明することに、問題はないものと考えております。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、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１４ページに示しています。 

３月１２日に現地を確認しましたところ、住宅、倉庫、物置になっており、農地への復旧は

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

また農地でなくなった時期は、昭和６３年頃であり、地元自治会、隣接者の証明もあり、平

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

し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。 

  それから３条のところで出ておりました、その農地と合わせて、この宅地も購入されるとい

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 異議がないようですので、番号３番は、証明書を交付すべきものと決定いたします。 

  番号４番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号４番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号４番は、証明書を交付すべきものと決定いたします。 

  番号５番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号５番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号５番は、証明書を交付すべきものと決定いたします。 

番号６番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 
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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６番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号６番は、証明書を交付すべきものと決定いたします。 

  番号７番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号７番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号７番は、証明書を交付すべきものと決定いたします。 

  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。 

  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５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。 

青垣地域委員会からの確認報告ですが、まず番号９番と番号１０番について、確認報告をお

願いいたします。 

○委員 番号９番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号９番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は６２ページに示しております。 

３月１２日に現地を確認したところ、○番は倉庫、○番は住宅の一部となっており、農地へ

の復旧は困難であり、周囲の状況から見て、非農地と判断しても特段の影響がないと見込まれ

ます。 

また農地でなくなったのは、○番は昭和５０年頃、○番は昭和３８年頃で、地元自治会長及

び隣接者の証明もあり、平成２１年１２月２４日付非農地証明の取り扱いについての第４に該

当するため、地域委員会としましては、証明することに問題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。 

○委員 番号１０番を、議席番号○番の○○が説明をいたします。 

  番号１０番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は６３ページに示しております。 

３月１２日に現地を確認したところ、現地は住宅となっており、農地への復旧は困難であり、

周囲の状況から見て、非農地と判断しても、特段に影響がないと見込まれます。 

農地でなくなった時期については、昭和５４年頃からで、地元自治会長及び隣接者の証明も

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

域委員会といたしましては、証明することに問題はないと考えております。 

○議長 ここで一旦切ります。 

  まず、番号９番、番号１０番を先に審議いたします。 

  番号９番について、質問、意見等はございませんか。 
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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９番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  番号１０番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１０番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１０番は、証明書を交付すべきものと決定いたします。 

  番号１１番、番号１２番について、農業委員会等に関する法律第３１条に該当する方がいら

っしゃいますので、退席をお願いいたします。 

 

（該当委員退席） 

 

○議長 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いたします。 

○委員 はい。それでは、番号１１番を、議席番号○番の○○が説明をいたします。 

  番号１１番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は６４ページに示しております。 

３月１２日に現地を確認したところ、現地は山林となっており、農地への復旧は困難であり、

周囲の状況から見て、非農地と判断しても、特段の影響がないと見込まれます。 

農地でなくなった時期は、昭和３０年頃からで、地元自治会長及び隣接者の証明もあり、平

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

いたしましては、証明することに問題はないと考えております。 

続きまして、番号１２番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

番号１２番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は６４ページに示しているとおり

です。 

３月１２日に現地を確認したところ、現地は山林となっており、農地への復旧は困難であり、

周囲の状況から見て、非農地と判断しても、特段影響がないと見込まれます。 

農地でなくなった時期は、昭和３０年頃からで、地元自治会長及び隣接者の証明もあり、平

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

いたしましては、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、よろしくお願いいたします。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。 
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  番号１２番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１２番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１２番は、証明書を交付すべきものと決定いたします。 

  復席をお願いいたします。 

 

（該当委員復席） 

 

○議長 次に、春日地域の案件について、事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第５号、番号１３番～番号１４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いたします。 

○委員 番号１３番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号１３番は、地目変更のための非農地証明願でございます。図面は１７ページに示してお

ります。 

３月１５日に現地を確認したところ、現地は倉庫となっております。農地への復旧は困難で

あり、周囲の状況から見ても、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５８年頃で、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。 

○委員 次に、番号１４番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号１４番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は６５ページに示しております。 

３月１５日に現地を確認したところ、現地は、すぐ隣接のモータースの露天駐車場となって

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、平成９年頃で、地元自治会長と隣接者の証明もあり、

平成２１年１２月２４日付非農地証明願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 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、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１３番は、証明書を交付すべきものと決定いたします。 

  番号１４番について、質問、意見等はございませんか。 
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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１４番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１４番は、証明書を交付すべきものと決定いたします。 

  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５号、番号１５番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

市島地域委員会からの確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号１５番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号１５番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は６６ページに示しております。 

３月１１日に確認しましたところ、現地は雑種地で、雑木と笹やぶの一部となっており、里

山育成事業で、当地はきれいに刈ってありましたが、農地への復旧は困難であり、周囲の状況

から見て、非農地と判断しても、特段に影響はないと見込まれます。 

また、農地でなくなった時期は、平成元年頃で、地元自治会長と隣接者の証言もあり、平成

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

は証明することに問題ないと考えております。 

御審議のほど、よろしくお願いをいたします。 

○議長 市島地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号１５番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１５番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１５番は、証明書を交付すべきものと決定いたします。 

 

～ 議案第６号 ～ 

 

○議長 続きまして、６７ページ、議案第６号、農地法第３条第２項第５号に定める別段の面積

を定めることについてを議題といたします。 

  事務局説明をお願いします。 

○事務局 議題第６号、番号１番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

氷上地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号１番を、議席番号○番の○○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、照らし合わせながら、現地調査を行いまし

た。図面は６９ページに示しています。 

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

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長 氷上地域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６号の番号１番、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、番号１番、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。 

  続きまして番号２番について、事務局説明をお願いします。 

○事務局 議題第６号、番号２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いたします。 

○委員 番号２番を、議席番号○番の○○が説明をいたします。 

  丹波市長のほうから住まいるバンクの件につきまして、依頼がありましたので、報告をさせ

ていただきます。 

別段の面積の設定について、住まいるバンクに付随して売買を希望する農地について、別段

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

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

査を行いました。図面は６３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、空き地に隣接していること、現在は何ら耕

作されていないが、現況は復旧困難な農地でないことを確認しております。また、境界のほう

もはっきりとされております。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。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。 

  質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  議案第６号の番号２番、農地法第３条第２項第５号に定める別段の面積を定めることについ

て、適当と判断し、別段の面積を提案のとおり定めることとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、議案第６号の番号２番、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７号 ～ 

 

○議長 続きまして、議案第７号、地籍調査事業における農地の転用事実に関する回答について、

別冊がございますので、そちらを議題といたします。 
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  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。 

市島地域委員会から確認報告をお願いします。 

○委員 議席番号○番の○○が説明します。 

  丹波市森林組合から照会があった件につきまして、３月１１日に現地確認しましたところ、

写真を見ていただいたとおり、現況は山林であることを確認いたしました。 

  以上になります。 

○議長 市島地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号１番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  議案第７号、地籍調査事業における農地の転用事実に関する回答について、照会のとおり取

り扱うことに、異議がないと回答してよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、議案第７号、地籍調査事業における農地の転用事実に関する

回答について、照会のとおり取り扱うことに、異議がないと回答いたします。 

      

～ 議案第８号 ～ 

 

○議長 続きまして、議案第８号、農用地利用集積計画の決定について、別冊がございますので、

それを議題といたします。 

  事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第８号、朗読。 

○議長 それでは、柏原地域委員会からの確認報告ですが、農業委員会等に関する法律第３１条

に関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 確認ですが、地域委員さんがいらっしゃいませんので、事務局の方で、確認をいたしま

す。 

○事務局 失礼します。事務局でございます。今、お話がありましたように、報告いただく柏原

地域委員さん、２名ともいらっしゃらないので、柏原地域担当の○○より、報告をさせていた

だきたいと思います。 

本日の利用権設定の内容、番号１番から番号８番、柏原地域の案件につきまして、３月１５

日の柏原地域委員会で内容等、御審議をいただきました。結果、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こと、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、これについて考えられるということで、確認をいただきました。結果、決定すること

に特に意見はない。このように報告をいただいております。 

以上でございます。 
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○議長 柏原地域の確認報告が終わりました。 

質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

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 氷上地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号９番から番号３０番まで、３月１２日の氷上地域委員会におきまして、確認をいた

しましたが、全ての農地について効率的に耕作し、農作業に常時従事する等、農業経営基盤強

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

見はありません。 

  なお、番号２８番、番号２９番は、市外の方でございます。この方についても確認をいたし

ましたが、ほかにも耕作されている農地があり、この農地の近くに拠点があるように確認をい

たしております。 

  以上です。 

○議長 氷上地域委員会の確認報告が終わりました。 

質問、意見等はございませんか。 

（「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） 
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○議長 続きまして、青垣地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 ３月１２日の青垣地域委員会において、番号３１番から番号４４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られますので、決定することに特に意見はご

ざいません。 

○議長 続きまして、春日地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号４５番から番号６８番まで確認しましたが、３月１５日の春日地域委員会で確認し

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。 

  なお、番号５３番ですが、住所が○○となっておりますが、これは実家が○○にございまし

て、農産物加工の事業をやっておられて、この方が事業主です。○○で事業展開をするため、

今そちらへ出向いているということで、このようになっております。 

  以上です。 

○議長 春日地域は、番号６９番までで間違いないでしょうか。 

○委員 番号６９番までです。間違えました。 

○議長 青垣地域委員会と春日地域委員会について、確認報告が終わりました。 

青垣・春日地域の確認報告につきまして、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。 

青垣・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、青垣・春日地域における農用地利用集積計画の決定につい

て、全て照会のとおり決定することに、異議がないと回答いたします。 

  続きまして、山南地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 ３月１１日に番号７０番から番号７８番まで確認しましたが、全ての農地について効率

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

たしていると考えられますので、決定することに特に意見はありません。 

○議長 続きまして、市島地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

  失礼しました。山南地域につきまして、先に確認をしたいと思います。 

山南地域委員会から確認報告がありましたが、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。 

  市島地域につきましては、農業委員会等に関する法律第３１条に該当する方がいらっしゃい
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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、市島地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 ３月１１日に番号７９番から番号１０６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られますので、決定することに特に意見はありません。 

  以上です。 

○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。 

  復席をお願いします。 

（該当委員復席） 

 

～ 報告第１号 番号２番～５番 ～ 

 

○議長 続きまして、７２ページ。報告第１号、農地の形状変更届についてを議題といたしま

す。 

  番号１番については、既に確認をしております。 

事務局説明をお願いします。 

○事務局 報告第１号、番号２番、番号３番朗読。 

○議長 氷上地域の案件ですが、まず、番号２番について、農業委員会等に関する法律第３１条

に該当する方がいらっしゃいますので、退席をお願いいたします。 

 

（該当委員退席） 

 

○議長 まず、番号２番について、氷上地域委員会から補足説明がございましたら、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。 

図面は３９ページですが、堆肥置場とともに、同じ場所でオリーブを植えたいということで

す。ここに水がたまるということで、２０センチメートルほどのかさ上げをするということで

した。周辺には影響ないことを確認しておりますので、別段問題はないことを確認しておりま

す。 
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  御審議いただきますよう、よろしくお願いします。 

○議長 氷上地域委員会から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号の番号２番、農地の形状変更届について、御承

知おきください。 

  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３番について、氷上地域委員会から補足説明がございましたら、お願

いします。 

○委員 はい。議席番号○番○○が報告いたします。 

  かさ上げ７０センチメートルの形状変更の届出です。図面のほうは、７４ページを御覧くだ

さい。 

  現地には、○番にパイプ式のトラクターが１台納入されるぐらいの小屋が設置されていたの

で、その場で指摘し、届出するよう、指導させていただきました。 

  ちなみに、この形状変更の農地への進入路が県道福知山山南線という県道が東側にありまし

て、その間に長方形の部分が上にあるのが、ちょっと数字が潰れて見えないですけども、この

長方形部分に申請人の御自宅がございますので、進入路は確保されていると確認しております。 

  以上です。 

○議長 氷上地域委員会から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。 

  続きまして、春日地域につきまして、事務局説明をお願いします。 

○事務局 報告第１号、番号４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することはございませんか。 

○委員 番号４番を説明いたします。図面７５ページ、真ん中あたりに小さい三角の畑があり、

ここに住宅があるのですが、ここ水路がここで曲がっておりまして、それを、水路をまっすぐ

につけ直して、住宅の中の家庭菜園の部分を使いやすくしたいということで、形状を変えたい

ということです。 

  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。 

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４番、農地の形状変更届について、御承

知おきください。 
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山南地域の案件について、事務局説明をお願いします。 

○事務局 報告第１号、番号５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すか。 

○委員 ありません。 

○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号の番号５番、農地の形状変更届について、御承

知おきください。 

 

～ 報告第２号 番号１番～３番 ～ 

 

○議長 続きまして、７７ぺージ。報告第２号、農地法施行規則該当転用届について、事務局よ

り説明をお願いします。 

○事務局 報告第２号、番号１番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

番号１番について、氷上地域委員会から、先ほども少し話していただきましたが、補足する

ことはございませんか。 

○委員 番号１番、○番、南側になります。既に完成しておりましたので、始末書という形で提

出を求めて、添付いただきました。 

  以上です。 

○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２号の番号１番、農地法施行規則該当転用届につい

て、御承知おきください。 

  春日地域の案件について、事務局説明をお願いします。 

○事務局 報告第２号、番号２番、番号３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、補足することはございませんか。 

○委員 番号２番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号２番は、農地の一部と雑種地の一体利用をし、農機具倉庫等を建築したというものでご

ざいます。図面は７９ページに示しております。 

  なお、この案件には、始末書が添付されています。かいつまみ、読むことにします。 

  「このたび、農地転用に伴う２アール未満の届出行為が大変遅れましたことを深く反省し、

以後このようなことの無きよう、十分に注意を払い、お詫び申し上げます。寛大なる御処置を

お願い申しあげます。」ということで、御審議のほど、よろしくお願いします。 

  以上です。 

○委員 続いて番号３番を説明いたします。図面は８０ページに示しております。 

当該農地の南側半分に、農業用倉庫を建設して利用したいというものです。 
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申請人は、地図上のすぐ横に○○と書いてある字があるのですが、その住宅を購入してＩタ

ーンで農業を営んでおられて、地元住民とも良好な関係を築いております。農作業用の機械、

作業場としての農業倉庫を建設するものです。自治会、農会などの同意も得られており、周辺

農地への影響はなく、問題がないと確認しております。 

よろしくお願いします。 

○議長 春日地域委員会からの補足説明が終わりました。 

番号２番、番号３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２号の番号２番、番号３番、農地法施行規則該当転

用届について、御承知おきください。 

  これにより、議事のほうは全て終了しました。この際何か御質問、御意見等はございません

か。 

  事務局、いかがですか。 

○事務局 （連絡事項） 

○議長 これで第１２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３月２５日 

 

            議           長              ○印  

 

 

            議事録署名委員（１９番委員）             ○印  

 

 

            議事録署名委員（２０番委員）             ○印  


