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令和３年度 第１回定例総会議事録 

 

１．日 時  令和３年４月２６日 午後１時３０分 

２．場 所  丹波市立春日住民センター大会議室 

３．出席者 

○農業委員 （２３名） 

 （柏原地域） １番 古倉 一郎  ２番 矢本 規夫 

 （氷上地域） ３番 芦田 義彦  ４番 足立 正典  ５番 金子 隆司 

  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） 

        ６番 德田 義信 

 

○事務局  （３名） 

 

４．議事 

  議案第 １ 号 農地法第３条の規定による許可申請承認について 

  議案第 ２ 号 農地法第５条の規定による許可申請承認について 

  議案第 ３ 号 非農地証明願承認について 

  議案第 ４ 号 農地等の競売に対する買受適格証明承認について（第３条） 

  議案第 ５ 号 特定農地貸付けの申請承認について 

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

  議案第 ７ 号 農用地利用集積計画の決定について（別冊） 

  報告第 １ 号 農地の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 

報告第 ３ 号 公共工事の届出について 

  報告第 ４ 号 農業経営改善計画の認定について（別冊） 

報告第 ５ 号 青年等就農計画の認定について（別冊） 

 

５．閉会 
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１．開会 

○議長 それでは、皆さんお集まりのようですので、開会します。 

ただいまより、令和３年度丹波市農業委員会第１回定例総会を開会いたします。 

  初めに、岸本会長から御挨拶をお願いいたします。 

 

２．会長あいさつ 

○岸本好量会長 （挨拶） 

○議長 ありがとうございました。 

事務局から、会議の開催について報告をお願いします。 

○事務局 事務局でございます。本日の定例総会、６番の德田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。 

併せまして、議案書の加除修正をお願いしたいと思います。議案書を御覧ください。 

  まずは表紙裏面の目次ですが、本日の議案第１号から第７号、それから報告事項が第１号か

ら第４号とありますが、報告第５号を追加願いたいと思います。お手元に「報告第５号 青年

等就農計画の認定について（別冊）」というＡ４裏表の資料を、お配りしています。この分を

追加願いたいと思います。議案書日程の４、議事の報告事項４番の次のところに、「報告第５

号 青年等就農計画の認定について（別冊）」ということで、追記を願いたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

  続きまして、修正が一点と、削除を一点お願いしたいと思います。 

  ５ページを御覧ください。５ページでございます。最上段、１３番のところ、農地法第３条

の規定による許可申請承認についてですが、１３番は５筆ありますが、一番下、○○の土地で、

登記が田、現況が「畑・雑種地」となっておるのですけども、これ雑種地を削除願いまして、

雑種地の代わりに「宅地」と御記入ください。現況、建物が建っているということで雑種地か

ら宅地に修正を願いたいと思います。 

  最後に、６０ページを御覧ください。「議案第４号 農地等の競売に対する買受適格証明承

認について」ということで、２号ありますが、本人さんからの取り下げにより、番号２番を削

除ください。 

  以上、事務局からのお願いでございました。 

 

３．議事録署名委員の指名 

○議長 日程３番、議事録署名委員の指名については、丹波市農業委員会総会会議規則第２０条

の規定により、「議長が指名する」とありますので、指名させていただきます。 

  本日は、２１番の荒木委員、２２番の杉山委員、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、署名押印をお願いいたします。 

 

４．議事 

 

～ 議案第１号 所有権移転 番号１番～２２番 ～ 
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～ 報告第２号 番号７番 ～ 

 

○議長 日程４、それでは議事に入ります。 

  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番から番号３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、譲受人が所有、耕作している農地の近くで、効率的に耕作できるということで、

購入を決められたそうです。 

譲渡人は、このほかにも農地を所有していますが、それぞれ売買の話が進んでいて、全てを

処分する意向であると聞いております。 

  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。 

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。 

譲受人は、○○にお住まいですが、申請地近くで会社を経営されており、効率的に耕作でき

ると聞いています。 

現在は、地元の営農組合で、麦が栽培されていますが、麦の収穫後、自ら耕作するというこ

とになるそうです。 

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

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

しています。 

番号３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、９ページに地図

をつけています。 

申請地は、数年前から耕作されておらず、草刈り管理のみで耕作者を探していた農地です。

この農地を、野菜の畑として使用すると聞いています。 

申請人は、住所が○○になっていますが、この集落内に住宅を所有されています。そこを拠

点に、既に耕作もされています。 

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） 
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○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

番号１番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

番号２番について、質問、意見等はございませんか。 

 （「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

番号２番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  番号３番について、質問、意見等はございませんか。 

 （「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

番号３番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号３番は許可すべきものと決定いたします。 

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

ージに示しております。 

  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。 

○委員 番号５番を、議席番号○番の○○が説明します。 

番号５番は、先月住まいるバンクにより、別段面積設定農地として、審議いただいた案件で

す。図面は１１ページに示しています。 

譲受人は、○○の女性の方ですが、結婚されてこちらで畑をするということで、名義人とな

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。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○委員 番号６番から番号１０番までを、議席番号○番の○○が説明をいたします。 

番号６番は、無償譲渡により取得し、経営規模を拡大したいというもので、１２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



 - 5 - 

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。 

続きまして番号７番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、１

３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。 

次に、番号８番は２筆ありまして、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいという

もので、図面は、１４、１５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。 

続きまして番号９番は、農地を売買により取得し、畑で野菜を作りたいというもので、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

しております。 

続きまして、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。 
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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。 

番号８番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号８番は許可すべきものと決定いたします。 

番号９番について、質問、意見等はございませんか。 

 （「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

番号９番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号９番は許可すべきものと決定いたします。 

  番号１０番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

番号１０番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１０番は許可すべきものと決定いたします。 

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１１番～番号１３番、報告第２号 施行規則該当転用届、番号７番

朗読。 

○議長 事務局からの説明が終わりました。 

青垣地域委員会からの確認報告ですが、まず番号１１番と番号１２番について、説明をお願

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、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

確認しています。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員 番号１２番を、議席番号○番の○○が説明をいたします。 
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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、１９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。 

  農機具は、今のところないので、耕運機を買う予定とのことです。 

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、番号１１番、番号１２番について、確認報告をいただきました。

先にこの２つにつきまして、審議をしたいと思います。 

番号１１番について、質問、意見等はございませんか。 

 （「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

番号１１番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  番号１２番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

番号１２番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１２番は、許可すべきものと決定いたします。 

  次に、番号１３番及び関連の７６ページの番号７番につきまして、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 それでは番号１３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 番号１３番を、議席番号○番の○○が説明をいたします。 

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２０

ページから２５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。 

  御審議のほど、よろしくお願いをいたします。 

  それと、譲渡人の残りの農地が、後５筆ほど残っております。また、先ほどありました７６

ページの報告第２号の番号７番、経過書が出ておりますので、報告をさせていただきます。 

  今般、令和３年４月５日付で、提出いたしました農地転用の届出書に関わる農地について、

私の祖父の代の昭和４０年頃に、一部１００平米を埋め立て、農業用倉庫７０平米を建築し、

現在に至っております。下記の農地を売買するに当たり、無届けであることを知り、申し訳な

く思いますが、買主である○○さんがそのまま利用されるため、同届書を提出することにつき、
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本経過書を提出いたします。以上です。 

それと、農機具は、ほとんど全部そろっておりますが、軽トラックがないので購入するとい

うことでございます。 

○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。 

  関連して、７６ページ、農地法施行規則該当転用届の番号７番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、山南地域の案件につきまして、事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第１号 番号１４番～番号１８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１４番を、議席番号○番の○○が説明させていただきます。 

  番号１４番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、図面は２６

ページに示しています。 

  地域委員会としては、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 続きまして、番号１５番から番号１８番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

番号１５番、番号１６番は、下限面積の関係上、同時に報告させていただきます。 

番号１５番、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、

地図は２７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。 

それで２７ページを見ていただきますと、申請地の東側に宅地がございますが、この方が申

請人でございます。そしてその下、２枚畑があるのですが、この２枚の畑も、申請者の所有で

ございます。このため、この申請地には容易に行けることになっております。 

続きまして、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２８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
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確認しております。 

続きまして、番号１８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２９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。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 山南地域委員会からの確認報告が終わりました。 

番号１４番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

番号１４番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

番号１５番、番号１６番は、下限面積の関係で併議とさせていただきます。 

番号１５番、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１５番、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１５番、番号１６番は許可すべきものと決定いたします。 

番号１７番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

番号１７番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

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。 

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１９番～番号２２番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

市島地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号１９番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号１９番は、農地を贈与により取得し、経営規模を拡大したいというもので、図面は３０

ページに示しています。 
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地域委員会としては、農地法第３条第２項の各号の全部効率利用要件、農作業の常時従事要

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

しています。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員 続きまして、番号２０番を、議席番号○番の○○が説明します。 

番号２０番は、農地を贈与により取得し、経営規模を拡大したいというもので、図面は３１

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。 

○委員 番号２１番、番号２２番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

番号２１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３２ページです。 

  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確認して

おります。 

  なお現在、申請地北側の農地も、譲受人がブルーベリーの栽培をしています。 

  番号２２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３３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。 

  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。 

（「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。 
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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２１番は許可すべきものと決定いたします。 

  番号２２番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

番号２２番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号２２番は許可すべきものと決定いたします。 

   

～ 議案第２号 所有権移転 番号１～１１番 ～ 

～ 議案第２号 賃貸借設定・一時転用 番号１番 ～ 

～ 議案第２号 使用貸借権設定 番号１番～３番 ～ 

 

○議長 次に３４ページ。議案第２号、農地法第５条の規定による許可申請承認についてを議題

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。 

  番号１番、番号２番については、同一の事業でございますので、併議とさせていただきます。 

  それでは氷上地域委員会から確認説明をお願いいたします。 

○委員 それでは番号１番、番号２番、番号３番を、議席番号○番の○○が説明をいたします。 

  まず番号１番、番号２番でございますが、農地を売買により取得し、自社の駐車場として利

用するための申請です。図面は３８ページに示しています。 

  申請地の農地区分は、○○（鉄道の駅）から３００メートル以内に存在するため、第３種農

地と判断されると考えられます。 

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

また、転用面積は事業計画にそって妥当なものであり、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。 

続きまして、番号３番でございます。農地を売買により取得し、申請人が経営する会社に貸

し出し、貸露天駐車場として利用するための申請です。土地の賃貸借契約書も確認をいたして

おります。図面は３９、４０ページに示しております。 

申請地の農地区分は、上下水道が埋設されている道路の沿道の区域にあり、５００メートル

以内に○○（医療機関）、○○（医療機関）が存在するため、第３種農地と判断されると考え

ます。 

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

れます。 

また、転用面積は事業内容に見合ったものであり、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。 

○議長 氷上地域委員会からの確認報告が終わりました。 



 - 12 - 

  番号１番、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） 

○委員 すいません。○○の露天駐車場というところの案件ですが、○○はどこにあるのですか。 

○委員 昔の○○です。地図の右側のほうに信号がありますね。信号を通り越して、左手になり

ます。ここです。 

○委員 あ、○○ですね。 

○委員 はい、そうです。 

○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。 

（「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、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１番、番号２番は、許可相当と意見を付して進達すべき

ものと決定いたします。 

  番号３番について、質問、意見等はございませんか。 

（「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。 

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２号 番号４番、番号５番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  青垣地域委員会から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、売買により取得し、太陽光発電設備として利用するための申請です。図面は４

１ページに示しております。 

  申請地の農地区分は、土地改良事業の受益地となっていない農地で、集団規模が１０ヘクタ

ール未満のため、第２種農地と判断すると考えました。 

地元関係団体の同意は得られておりますが、隣接農地の所有者の同意書が提出できなかった

ため、疎明書が添付されております。 

疎明書の内容は、登記簿に記載された隣接農地所有者の住所を訪問しましたが、既に転居さ

れており、別の方が居住をされて、近隣の住民や自治会長にも確認しましたが、所在が分から

ないとのことでした。また転居届が出されている可能性があるため、登記簿に示された住所に

手紙を郵送しましたが、宛先不明として返送されました。これ以上、住所が追跡できないため

に止むを得ず疎明書の内容となったものでございます。 

地域委員会といたしましては、事実関係を確認するため、当住所の地域住民並びに自治会長

や農会長などの自治会役員及び兄弟に所在確認を行いましたが、いずれも所在不明とのことで
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した。さらに調査を進め、当自治会内に居住している所有者の同級生と面会し、所有者の携帯

電話の番号を確認することができたため、本日まで連絡を試みましたが、応答がない状態であ

ることから、疎明書に記載されている内容に間違いないことを確認いたしております。 

当所有者に代わり、隣接農地を管理している所有者の妹さんにも確認をしましたが、太陽光

発電設備の設置に異論はないとのことでした。 

以上のことから、周辺農地の営農への支障はないものと思われ、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、申請内容に問題がないことを確認い

たしております。御審議のほど、よろしくお願いをいたします。 

また、パネル枚数は１６２枚で、５９．４キロワットでございます。 

続きまして、番号５番を、同じく議席番号○番の○○が説明をさせていただきます。 

番号５番は、譲受人が太陽光発電設備を利用するための申請です。図面は４１ページに示し

ているとおりです。 

申請地の農地区分は、住宅が連たんする区域に隣接、かつ農地の集団規模が１０ヘクタール

未満であるため、第２種農地と判断をすると思います。 

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

た。 

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

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

請内容に問題がないことを確認いたしております。 

ご審議のほど、よろしくお願いをいたします。 

○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４番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号４番について、許可相当と意見を付して、進達することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号４番は、許可相当と意見を付して、進達すべきものと決

定いたします。 

番号５番について、質問、意見等はございませんか。 

○委員 ちょっとお尋ねするのですが、この申請地の南側に、下に、何か四角いのがある。これ

が民家かな。それと下にも。 

○委員 これ家やで、宅地。 

○委員 人が住んで。 

○委員 もう潰れかけた宅地やな。 

○委員 空き家か。 

○委員 空き家。 

○委員 で、その道挟んだ下にもあるのですが、もう１軒。 

○委員 どこ。 

○委員 ここは住んでいるのですね。ここら辺の同意がいらないと思いますが、一応話はされて

いるのですね。 
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○委員 はい。 

○議長 ほかに質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号５番について、許可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。 

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２号 番号６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６番について、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  ６番につきましては、売買によって、露天資材置場として利用するための申請でございます。

図面は４２ページにございます。 

  申請地の農地区分は、住宅等が連たんする地域に近接しており、含まれる農地の集団規模が

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。 

  申請地は、土地改良の受益地ではありません。隣接所有者、地元自治会、それから地元水利

関係の方々の同意も得られており、特に周辺農地の営農への支障はないものと思われます。 

また、使用面積は必要最小限のもので、代替地の検討もされています。 

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。 

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２号 番号７番、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いたします。 

○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、露天駐車場として利用するための申請です。図面は４３ページに

示しております。 

  申請地の農地区分は、街区の面積に占める宅地の割合が７２．７パーセントと、４０パーセ

ントを超えているため、第３種農地と判断されると考えております。 
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  隣接所有者、地元等の同意も得られており、周辺農地の営農への支障はないものと思われま

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います。 

  なお、現地を確認したところ、申請地内に牛舎であった建物が現存しているため、経過書が

添付されております。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○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、手狭になった露天駐車場を拡幅したいための申請です。図面は４

４、４５ページに示しております。 

  申請地の農地区分ですが、４４ページを見ていただきますと、申請地がございますが、その

左側に、上から下へと細い線がずっと走っていますが、この線は、西側の農地とは分断されて

おりまして、１メートルぐらい段差がございます。その下には用水路が流れておりまして、西

側の農地とは分断された形になっております。そのため、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。 

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、代替地の検討もされ

ています。 

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

も申請内容に問題がないことを確認しております。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長 山南地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号７番について、質問、意見等はございませんか。 

○委員 露天駐車場という目的ですが、誰が駐車場を利用するのですか。 

○委員 譲受人本人が利用されます。この方は、こちらに転居される予定です。 

○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７番について、許可相当と意見を付して、進達することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号７番は、許可相当と意見を付して、進達すべきものと決

定いたします。 

番号８番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号８番について、許可相当と意見を付して、進達することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号８番は、許可相当と意見を付して、進達すべきものと決

定いたします。 

続きまして、市島地域の案件について、事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第２号 番号９番～番号１１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が、番号９番は番号９番のみ、番号１０番と番

号１１番は、併議とさせていただきます。 

  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９番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号９番は、売買により、太陽光発電設備を設置するための申請でございます。図面は４６

ページに示しております。 

  申請地の農地区分は、申請農地から３００メートル以内に○○（鉄道の駅）があるため、第

３種農地と判断されると考えます。 

地元等の同意も得られ、周辺農地の営農への支障はないものと思われます。 

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います。 

進入路は、左側の土地の一部を通行する同意書をとられています。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします 

○委員 番号１０番、番号１１番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号１０番、番号１１番は、農地を転用し、太陽光発電設備を設置するための、所有権移転

許可申請でございます。図面は４７ページに示しております。 

  申請地の農地区分は、第２種農地で、代替地の検討表、資金計画書、地元自治会長の転用同

意書が添付されております。 

  転用にかかる被害防除として、雨水対策は、自然浸透と既設の排水路に接続する計画でござ

います。 

  地域委員会としては、農地法第５条第２項の各号には該当せず、いずれも申請内容に問題が

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。 

○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９番について、質問、意見等はございませんか。 

番号９番のこの方が工事者なのか、工事はまた別の会社がするのですか。譲受人は、会社員

ですよね。太陽光発電設備は、どこかの会社が設置をするわけですか。ちなみにどこの会社が

設置されるのか。 

○委員 ○○法人。 

○議長 ほかに番号９番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号９番について、許可相当と意見を付して、進達することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号９番は、許可相当と意見を付して、進達すべきものと決

定いたします。 

  番号１０番、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。 
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  番号１０番、番号１１番について、許可相当と意見を付して、進達することとしてよろしい

ですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１０番、番号１１番は、許可相当と意見を付して、進達

すべきものと決定いたします。 

  続きまして、４８ページ。農地法第５条の規定による農地の賃貸借・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２号 賃貸借・一時許可申請、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○○が説明します。 

  番号１番は、譲受人が、公民館建設のバックヤードとして、資材置場、露天駐車場を目的と

するため、賃貸借権を設定する転用許可の申請です。図面は、４９ページに示しています。 

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

で、農地に復元するため、丹波農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼす恐れがないとの意

見書が添付されています。 

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

農地に復元されることも確実であり、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います。 

  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。 

（「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、５０ページ。農地法第５条の規定による農地等の使用貸借権設定許可申請承認

についてを議題といたします。 

  事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第２号 使用貸借権設定、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。 

  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。 

  番号１番は、第３種農地で、所有者とお孫さんが使用貸借により、居宅を建築しようとする

ものです。図面は、５１ページに示しています。 

  ただし、以前母屋への進入路が狭く、申請地の田んぼの一部を許可なく削られ進入路とされ

ているので、始末書が添付されています。 
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  地域委員会としては、地元の自治会長、農会長、水利組合、土地改良理事長の同意もあり、

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、譲受人が一般住宅を新築するため、親子間での使用貸借に基づく申請です。図面

は５２ページに掲載しております。 

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

また、使用貸借契約も添付されております。 

進入路としては、５２ページを再度御覧ください。平仮名の名前で書いてあるのが、これが

お父様の御自宅です。南側、十分に乗用車が進入できる幅となっております。この進入路、お

父様の土地を通るという意味で、その部分も含め、使用貸借契約を結ばれております。 

現地の一部に、薪ストーブの薪を積んだ小屋が設置されておりましたので、それを指摘して

始末書を添付していただきました。 

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、よろしくお願いいたします。 

○委員 それでは番号３番を、議席番号○番の○○が説明をいたします。 

  番号３番は、祖父との間で使用貸借権を設定し、一般住宅を新築するための申請です。図面

は、１７ページに示しています。 

  申請地の農地区分は、農業公共投資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

ため、第２種農地と判断されると考えます。代替地の検討もされております。 

転用することに、隣接所有者、地元等の同意も得られ、周辺農地の営農への支障はないもの

と思われます。 

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います。 

なお、始末書につきましては、申請農地の一部に駐車するための埋め立てがあり、今後はこ

のようなことがないよう、農地法を守るとの内容でございます。 

  よろしく御審議いただきますよう、お願いいたします。 

○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。 

○委員 聞き逃したかもしれないのですが、農地区分第３種の根拠は何でしたっけ。 

○事務局 事務局でございます。 

  議案書ですが、５１ページをお願いいたします。 

  まず３種とした根拠でございますが、街区でございます。街区全体の面積が、１，６０５平

米に対しまして、宅地面積が１，３０９平米。宅地割合が８１．６パーセントということで、

街区での３種判定となっております。 
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  街区のエリアでございますが、申請地の北側が道路、それから西側も道路ですね。南側の接

続するところまで道路でございます。南側も道路でございまして、片仮名で苗字が書いてある

お家がありますが、そこから下側へ伸びていまして、その道路で囲んだエリアで、街区の設定

をしております。 

○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。 

  番号２番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号２番について、許可相当と意見を付して、進達することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号２番は、許可相当と意見を付して、進達すべきものと決

定いたします。 

  番号３番について、質問、意見等はございませんか。 

（「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。 

   

～ 議案第３号 番号１番～４番 ～ 

 

○議長 続きまして、議案第３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３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。 

  氷上地域委員会から確認報告ですが、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 まず番号１番についてのみ、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。 
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  番号１番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は５５ページにあります。 

  現地は山林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も、非農

地と判断して、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５４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て

います。 

○議長 氷上地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号１番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  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、番号３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２番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号２番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は５６ページにあります。 

  図面の○番は、鶏舎の跡地になっています。○番が、住宅の一部となっております。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。 

  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ています。 

○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、地目変更のための非農地証明願です。図面は５７ページに示しております。 

４月１３日に確認したところ、現地は居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、昭和４８年頃からで、地元自治会長と隣接者の証明もあり、

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

としては証明することに問題ないと考えています。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長 氷上地域委員会からの確認報告が終わりました。 

番号２番について、質問、意見等はございませんか。   

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号２番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 



 - 21 - 

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

番号３番について、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。 

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３号 番号４番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

青垣地域委員会から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○○が説明をいたします。 

  番号４番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は５８ページにつけております。 

４月１３日に現地を確認したところ、露天資材置場となっており、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は、昭和４５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。 

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４番について、質問、意見等はございませんか。 

○委員 ちょっと関係ないと思うのですけどね、ここ地図を見ていただいたら、真ん中のとこに

道が通っていますが。これ里道ですか。 

○委員 道ではないです。狭い。 

○委員 まあよろしいですけども、まあこういうとこもあるのですね。 

○議長 この道については。 

○事務局 事務局でございます。 

  字限図上は、赤線ではございません。赤線ではなく、個人の土地でございます。現場は、も

う既に資材置場になっております。その奥に山林がございますので、進入路ではありますが登

記上は里道ではございません。 

○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。 

 

～ 議案第４号 番号１番 ～ 
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○議長 続きまして、５９ページ、議案第４号、農地等の競売に対する買受適格証明承認につい

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 議題第４号 番号１番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  春日地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号１番につきまして、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  ４月１４日に現地確認いたしました。この方は、○○で○○をされておられ、経営面積も９，

４３７．２１平米あります。トラクターや管理機など、機械装備も確認しています。申請地も

取得後は、そばを作りたいということの意志を持っておられます。 

そういうことで、委員会としては、この方が適格者であろうということを確認しました。 

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１番について、質問、意見等はございませんか。 

○委員 会議の冒頭で、番号２番は削除ということで報告を受けました。一旦は申請が出たから、

議案書に載ったものが、取り下げということなのか、削除になった理由がもし分かれば、教え

てください。 

○議長 事務局。 

○事務局 失礼いたします。事務局でございます。 

  番号２番が取り下げになった理由でございますが、利用権設定がされている農地であるとい

うことでございます。で、買受適格証明の交付に関しましては、３条の許可と同じなのですが

１年以内にそこで農業経営を開始できるかどうか。耕作が開始できるかどうかというところが

ひとつポイントになりますが、今回の番号２番の案件につきましては、利用権を設定している

者との合意解約の見込みがないということで、今回は取り下げということになってございます。 

○議長 合意解約ができてないので、そもそもここに挙がってくること自体、まあおかしいです

けど。所有者としては、売りたいという意志を持っているということだったのですが、まだ合

意解約できていないということで、利用権を設定された方が、そのまま耕作したいという意志

をお持ちですので、３条には回っていかないということになりますので、今回番号２番を取り

下げた理由というのは、合意解約できてないということでございます。 

  番号１番につきましては、競売にかけられることになりますので、これについての買受適格

の証明を求められているということです。 

○委員 これに開札期日、５月２７日と。番号２番のほうでも書いてあるということは番号２番

も競売にかけ、競売の対象農地であるというふうに見えるのですが、そうではないのですか。 

○事務局 事務局でございます。 

  番号２番も競売の対象農地ではございます。対象農地ではあるが、適格証明書は交付ができ

ないということです。 

○委員 利用権の設定を受けている人しか、出せないという農地であると。はい、分かりました。 

○議長 よろしいでしょうか。 

  ほかに質問、意見等ございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長 意見等がないようですので、議案第４号、農地等の競売に対する買受適格証明承認につ

いて、証明相当としてよろしいでしょうか。   

（「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４号、農地等の競売に対する買受適格証明承認につい

ては、証明すべきものと決定いたします。 

  ここで休憩を取りたいと思います。 

 

（休憩） 

 

（再開） 

 

○議長 会議を再開いたします。 

 

～ 議案第５号 番号１番 ～ 

～ 報告第１号 番号３番 ～ 

～ 報告第２号 番号３番、番号４番 ～ 

 

○議長 それでは議案、６２ページ。議案第５号、特定農地貸付けの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５号 番号１番、報告第１号 番号３番、報告第２号 番号３番～番号４番朗

読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  今回の議案について、初めての内容となる委員さんもあろうかと思いますので、制度等の概

要について、改めて事務局から説明をお願いします。 

○事務局 事務局でございます。 

  本日、お手元に、Ａ４用紙１枚で、一番上に「特定農地貸付けに係る農地法等の特例に関す

る法律（抜粋）」と書かれた資料を置いておりますので、資料を見ながら、お聞きください。 

  農地を権利移転させる場合は、農地法の許可を取らなければならない。それはもう大前提の

話なのですが、農業経営するほどでもないが、楽しみやレクリエーションを目的に、農地を借

りたいなという方がたくさんいらっしゃいます。 

そうした中で、やはりそういうニーズも実現できるようにするべきではないかということを

国も考えておりまして、結果、農地法の特例としてレクリエーションなどとして農業をする場

合には、特定農地貸付けに係る農地法等の特例に関する法律により貸し借りできるようになり

ました。 

その中で、例えば市町村とか、例えば農協さんとか、団体さんでも構いません。また個人の

方でも構いません。このルールのもとで、広く一般市民の方に、レクリエーションとして楽し

む農地を貸し付ける内容であれば、特別にそういう事業を行ってもいいですよということです。 

その場合の手続をどうとったらいいのかっていうことなのですが、この特例に関する法律の

中で、まずはこういう内容で貸付けをするといった規程を作ります。規程を作っていただいて



 - 24 - 

その特定農地を所管する市町村と協定を結びます。 

その次の手続としては、その農地を所管する農業委員会がその内容を承認することになりま

す。 

その承認をする際に確認する内容が、この法律の第３条の中身となってございます。 

この第３条部分だけを書き上げていますが、上から順番にいきますと、第３条、「特定農地

貸付けを行おうとする者は、その特定農地貸付けについて、申請書に貸付規程を添えて、その

特例農地貸付けに係る農地を所管する農業委員会に、承認を求めることができる。 

その貸付規程には、何を書かなければならないのか。２項目あるのですが、１つ目には、特

定農地貸付けの用に供する農地の所在地の面積です。２つ目には、特定農地貸付けを受ける者

の募集及び選考の方法。３つ目に、特定農地貸付けに係る農地の貸付けの期間、その他の条件。

４つ目に、特定農地貸付けに係る農地の適切な利用を確保するための方法。５番目に、その他

省令に定める事項ですよと、こういうことを書いてもらいます。 

そのことを書き上げた規程を添えて、申請を受けた場合、農業委員がどこを審査するか。こ

れが資料真ん中の大きい箱の中に書いてあります１、２、３、４です。 

１つ目には、前項の第１号に規定する農地の、周辺の地域における農用地の農業上の効率的

かつ総合的な利用を確保する見地から見て、当該農地が適切な位置にあり、かつ妥当な規模を

超えないものであること。 

単純に言いますと、例えば広い農振農用地、もう３反、５反田んぼが並んでいるところ。明

らかに大規模経営が集約してするべきところの真ん中に「ここでやりますよ」となったら、大

勢の方がもう道端に車とめて、これはちょっとお互いしにくいな、と。こういう場所ではちょ

っと避けてもらおうかなと。もうちょっと縁辺部であるとかね、そういうところであるかどう

かを見てくださいよ、ということが一つあります。 

それから２つ目には、特定農地貸付けを受ける者の募集及び選考の方法が、公平かつ適正な

ものであること。単純に言いますと、広く一般に募集かけてくださいよ。新聞とか、テレビと

か、そういったもので、公平にやってくださいよ。自分の友達だけに声かける、こんなやり方

は駄目ですよということがございます。 

それから、３番目には、前項の第３号から第５号までに掲げる事項が、特定農地貸付けが適

正かつ円滑に実施するために、有効かつ適切なものであること、ということで、上を見ると下

線をつけています。「３、特定農地貸付けに係る農地の貸付けの期間その他の上限」、これは、

一番下にあるように、５年以内であるかどうかということです。 

「４、特定農地貸付けに係る農地の適切な利用を確保するための方法」、ちゃんとすぐ近く

に道具を置く場所があるかとか、それから自分自身が指導することができるか否か、そういっ

たことがございます。 

ちなみに、今回この貸付けを行うに当たって、その当該地の中に農機具置場を作りますと、

２アール未満の届も合わせて出していただいている。そういう計画もきっちりできとるなとい

うことを確認いただくことになります。 

それから、４番目「その他政令で定める基準に適合することであること」の一番下のところ、

１人当たりで借りる面積が１０アールまでですよ。それを超えると、やはり借りている方がそ

れなりに経営しとるという考え方になりますから、１０アール以内の、あくまでも自家消費用

の栽培ができる面積ですよということになります。 
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そうした中で、今回、この貸付規程の提出があった中で、また後ほど担当委員さんから報告

があると思いますが、実際に面談等をしていただきながら、この貸付期間であるとか、募集の

方法であるとか、それから指導の内容であるとか、そういったことを確認いただいた後に、今

回この承認申請に至ったという結果でございます。 

○議長 事務局の制度の説明が終わりました。今の説明内容につきまして、何かご質問はござい

ませんか。 

  それでは、事務局の説明にありましたが、議案第５号の番号１番と関連する６９ページの報

告第１号の番号３番、７６ページの報告第２号の番号３番と番号４番を、一括して氷上地域委

員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号１番は、農地の所有者が自ら農地を活用し、市民農園を開設しようとするものです。位

置図は６４ページ、６５ページに掲載しております。 

  貸付けの区画は８区画であり、１つの区画の面積は、３２．５平米です。 

また利用者のための休憩所などの設置、さらに排水をよくするための暗渠等を設置される予

定で、それぞれ形状変更、２アール未満等の届出をされております。 

６４ページ、６５ページを御覧ください。ａ、ｂ、ｃ、ｄと桝を設け、そして一番東側、畦

と並行して、Ｔの字というか、そういう形での排水路を設置するとして、形状変更の届出が出

ております。 

  また、市道側、この農地でいうと西側を御覧ください。簡易トイレ、簡易な農機具置場、片

側だけ柱がついているような簡易な休憩所を設置すると。後は、流しをつけたりするというこ

とで、全てこれは農業用施設に該当しますのでその辺の届出のほうも、こちらから依頼させて

いただきました。 

  本人申請で、年明けから何度も事務局のほうに足を運んでいただきまして、いろんな形で指

導したり、相談に乗らせてもらったりしていました。その中で、やはり貸付けの場合の駐車場

は車で農地まで来られる借受人の方が利用するので、指摘させてもらいました。最初は路上駐

車だとおっしゃったのですが、それはやはり我々としても承認しがたいということで、この６

４ページ、御覧ください。南側、所有者は別ですが、２アール未満の農業用倉庫の形で７６ペ

ージの報告の番号３番に当たるのですが、その建物の敷地部分に車、軽トラックとか、置いて

いただいて、そこから歩いて、借受人の方が作業場を借りて、借受けする農地で作業していた

だくということで、２アール未満、既にできていますので始末書付で、提出をしていただいて

おります。 

  ページがいろいろ前後しましたけども、その辺のところが、６３ページ。形状変更の排水路

設置のための６９ページ番号３番。７６ページ番号３番の案件が、６４ページ南側の駐車場と

して利用する２アール未満の届出が番号３番。番号４番が、仮設トイレを含め、農機具置場、

流し等の施設という形での届出をいただいております。 

  なお、改めて面談という形で、現地にて申請人の方と確認をしました。 

既に丹波市長との協定が結ばれております。協定の内容を確認しながら、例えば貸付期間は

３年。賃料は、年額１万３，０００円。募集の方法は、チラシとか、そういう公的なメディア

の掲示という形で、するということです。 

地域委員会としては、できるだけまず地元の人にお声がけをしていただきたいと。やはりい
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ろんな条件で、農地を手に入れることができない人を、優先的に募集しなければということで

その辺のところを十分納得の上で、募集のほうをしていただくというふうに、確認が取れてお

ります。 

  もう時期が時期で、早く借主を見つけたいところですが、まあそういう形で手続を踏んでも

らうので、ちょっと待ってもらっているような状態です。 

○議長 氷上地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  議案第５号１番、６９ページの報告第１号の番号３番、７６ページの報告第２号の番号３番

と番号４番につきまして、今説明がございました。 

内容につきまして、質問、意見等はございませんか。 

○委員 ちょっと勉強不足で分からないのですが、この特例法はいつ施行されたのでしょうか。 

○議長 事務局、お願いします。 

○事務局 失礼いたします。事務局でございます。 

  いつから法律があったかということでございますが、施行日ですね。平成１７年６月１０日

でございます。最終改正につきましては、令和元年５月で、最終改正が行われております。 

○委員 前からこういう話がちょくちょくあったが、なかなか難しかった。非常にいいことだと

思いましたので、確認さしてもらいました。まず協定書を結んでから、こういう承認をすると

いうことですね。 

○事務局 はい。 

○委員 はい、分かりました。 

○議長 ほかに、質問、意見等はございませんか。 

○委員 ちょっと教えてほしいのですけどね、これ許可になるとして、３条と同じぐらいの期間

で、許可になるのですか。 

○事務局 この特定農地貸付けの場合は、５年以内で。 

○委員 え、３条やったら１カ月ぐらいで許可ですけども。 

○事務局 事務局でございます。 

  委員さんからの御質問で、申請があってからどのぐらいの期間で処理できるかということで

よろしいですか。 

  これは、農業委員会の議案でございますので、毎月５日の申請で、定例総会での議決を経て

承認ですので、１カ月のスケジュールでいけるということでございます。 

○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。 

○事務局 もう一点よろしいですか。事務局でございます。 

  先ほどの○○委員さんの質問の中で、いつから制定されているかという質問がありましたが

そこの答弁の訂正をさせていただきたいと思います。 

  制定につきましては、平成１１年に、訂正をさせていただきたいと思います。 

○議長 平成１１年に法律ができたということで。 

  ほかに質問、意見等はございませんか。 

  すいません。私もちょっと質問させてください。排水計画がありますが、給水については、

水利組合とかいろんな関係もあろうかと思うのですが、どのような形になりますか。 

○委員 ただ水上げ、給水の機能もありましたけど、この排水に関しては、そもそも地形がそう
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いう地形だと言っておられましたので。 

○議長 流しがあり、休憩所があって、手を洗う場所があるのであれば、水道を引かれるのか。

そうでなかったら、恐らくこの排水路に水をためるかして。 

○委員 井戸を。 

○議長 井戸を掘られる。この市民農園の方は、その井戸の水を利用されるということなのです

ね。 

○委員 はい。 

○議長 この敷地の中に井戸を掘られると。 

○委員 流しのところに。 

○議長 流しのところに井戸。井戸の工事はもう既にやられていますか。 

○委員 いや、まだです。 

○議長 許可が出てから。 

○委員 今、補助金の申請を県のほうにしておられるみたいで、そのスケジュール次第です。補

助事業が活用できなければ、全て自費でやるとのことでした。 

申請締め切りまで、時間との戦いというのも言われていました。 

○議長 もし出ないとすると、その地域の水利組合へ加入されて利用されるとか、その辺の話は

されているのかどうか。その権利の中で大丈夫という確認でよろしいですか。 

○委員 はい。 

○委員 トイレは。簡易トイレですか。 

○委員 簡易トイレです。品物やカタログまでは見ていませんが。面積も小さなものです。 

○議長 ほかに質問、意見等はございませんか。 

○委員 ちょっと、聞き逃したかも分かりません。７６ページの番号３番ですけどね、○番、こ

こを駐車場にされるのですか。倉庫の前やね。 

○委員 倉庫の前だけ、駐車場、はい。 

○委員 倉庫の前。あ、倉庫はそのまま。倉庫の前か。 

○委員 はい。軒が長く前に出ているので。駐車場がないのも指摘させてもらったので。そこを

使うということです。 

○委員 説明の中で、この地元に最初に、広告というのか、広告してもらうように案内すると。

現実的で、それが普通自分ちの近くで畑をするっていうので、それがまあまあ普通で当たり前

やと思います。それがまたええと思いますが、制度の説明の中で、新聞とか、まさかテレビに

載せるようなものではないと思うのですが、そうやって広くすることが、公平に応募したとい

うことになるという説明があった後で、地元を優先するという話を聞いて、地元を優先するの

が当然やし、ええと思うんやけども、その制度の説明との、何か違うぞっていう感じがしたん

やけど、それはどうなんですか。 

○委員 ありがとうございます。地元で８名集まるか分かりませんが、後、本人が、申請人の方

が危惧しておられたのは、もし借りておられる方の、いわゆる債権というか、お家賃というか、

土地の利用料が回収できなかったら、ちょっと大阪や神戸ではちょっと回収しづらいと。もう

ぎりぎりの金額で、これ１万３，０００円自体がどうかというのがあったので、本人自体も、

別に我々が要求したと捉えられたらどうか分かりませんけれども、基本的には丹波近隣という

形で、それを限定って言われたらそうかも分かりませんけれども、やはりこの後のトラブルで
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すね。まだ海の者とも山の者とも分からない。どういう方が借りに来られるか分からないとい

危険性がありまして、できるだけそういう意思疎通ができやすい、地域的な要件も考えている

という形で、不特定多数のほうが趣旨は合っているかも分かりませんけど、やはり基本的には

地元の人、いわゆる土地の利用料などの滞納なんかで回収しやすいという意味では、やはり近

隣という形では考えているというふうな形の回答を得ました。それが、○○委員さんへの回答

になっているか分かりませんけれども、申請自体も、できるだけ近隣の方に借りていただきた

い。 

そこで、ある程度軌道に乗っていけば、もちろん幅広く都市部の方を集めて、当然農地も、

拡大していきたいと。まずは地元でスタートして、様子見というかお試しというか、そういう

形でやりたいと聞き取りしております。 

本来としては、○○委員おっしゃるように、新聞とかそういう形で、できるだけたくさん利

用していただきたいなと。まずスタートラインは、地元のほうからということで、そのように

御理解いただければいいかなと。 

○委員 ええと思います。その考え方には賛成ですが、制度的なこととの整合性っていうのが、

その考え方がええさかいにとしたときに、制度でこうなっているのに、後で変な指摘をされへ

んのかどうかっていうとこ、新聞・テレビなんかいう言葉を聞いたさかいにちょっと心配にな

ってお尋ねしました。 

○事務局 事務局でございます。 

  先ほど広く一般ということを、分かりやすくと思って、新聞とかテレビいうことを言わして

いただいたのですが、例えば集落内とか、例えば小学校区内な範囲を絞って、とにかく地域の

放送であるとか、回覧板で募集をかけるとか、これも公平な募集の仕方ということで、十分認

められるものになります。完全に指名するように、「あなたとあなただけしか駄目ですよ」っ

て、こんな方法は不適当ですよ。そういう考え方であると、そういうふうに理解をいただけれ

ば幸いかなと思います。 

○議長 内容的にはそういうことですが、協定書の中に、募集の選考、募集選考の方法というの

を入れなければならないことになっていますよね。そのあたりで、今回のものについては、ど

のように記載されているかっていう報告をしてください。 

○委員 申請書に協定書のほうですね、添付いただいてますいので、朗読させてもらいます。 

  募集の方法、第５条になります。「第５ 貸付けを受けようとする者の募集は、地方新聞に

掲載するほか、チラシ、掲示等により一般公募とする。応募期間は、当該応募に係る農地を貸

し付けることとなる６０日前から６０日間とするものとする」と、こういう形での丹波市との

協定書が結ばれております。 

○議長 そのような内容で確認させていただいたということで、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 具体的に今、協定書がここにないので分かりませんが、協定書を結ばれて、承認申請書

か何かいう書式があるのですか。今回は、形状変更が絡んでいますが、ただの特定農地の貸付

けだけであれば、地元の同意とか必要ないのでしょうか。通常の３条みたいに。そこらはどう

なのですか。 

○事務局 失礼いたします。事務局でございます。 

  まずこちらの手続については、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の施行
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について、という文面がございます。その中で定められている様式につきましては、申請者か

ら提出をいただきます特定農地貸付けの承認申請書、こちらを提出されると。この中の添付書

類で定められておりますのは、申請者から応募があった際、貸し出すときの貸付規程、それか

ら特定農地貸付けの用に供する農地の位置及び付近の状況を示す図面６５ページに添付をされ

ております図面でございます。３点目は、貸付協定書、いわゆる市との協定、この３点が申請

書の添付書類ということになってございます。 

  今委員さん、お問い合わせの、恐らく地域調和の関係の部分をどこで整理しているかという

話かと思われますが、この点につきましては、３点目の貸付協定において市町部局によって、

既に地域調和の確認は終了しているというふうに、農業委員会としてはみなしているという状

況であります。 

○委員 ってことは、直接申請書には地元同意とかとかは要らないということですね。協定の段

階でという理解ですか。 

○事務局 定められた様式はございませんが、市との貸付協定の中で、市町部局が確認する内容

ということになってまいります。 

  もう一点、今回も担当委員さんが確認いただいておりますが、面会での確認ということにな

りますが、委員会としてはそのような確認をするということで、書面的に定まったものはござ

いません。 

○委員 ありがとうございました。 

○議長 よろしいですか。 

  ほかに質問、意見等は。 

○委員 議席番号○番の○○です。 

  これ、６５ページの写真、書かれたものを見せてもらうと、畦の中に水路かなんか通るので

すか。畦が横を走って、畦の幅で、水路が走るのですか。 

○委員 いや、違います。これ下の縮尺が微妙にこう、違いますね。畦の横というか、西側です。 

○委員 あ、そこら辺ずっと上から下まで、要するにＵ字溝が通るっていう話ですか。 

○委員 そうです。 

○委員 っていうことは、ここの上か下もこれ形状変更するのですか。 

○事務局 事務局でございます。 

  そこまで表記しておけばよかったです。大前提ここの排水は、隣の南側。北側、３枚並んで

それぞれがみんなの農地を出し合って、それぞれの農地を素掘りして、排水をみんなで流され

るということです。今回、この農地で特定農地貸付けをするということで、水路部分をもうち

ょっと見栄えよくするためＵ字溝入れようかなということです。 

で、結論、表記はないですけれども、この排水はこれまでどおり、北側の畑を通って、水路

に流す。そういう状況になります。みんなが土地を出し合って、排水路を作っている。そうい

うところだと、そのように御理解ください。 

○委員 分かりました。 

○議長 よろしいでしょうか。 

○委員 器具庫があるので、まあ心配はしてないのですが、市民農園というのは、まちのほうで

は、何で長続きせえへんのかというのはね、畝立てたりするのは全部地主なんです。地主がし

てやらんと、向こうはせえへんと。ちゃんとしたところでしか、苗を植えへんだ。そういうこ
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とがあって、長続きせえへんということが、よく本読んだりしたらよう書いてあるんですけど、

そういうこととか心配はないのですか。 

○委員 ありがとうございます。まずはやはり、今も言いたいのは、賃貸料、１万３，０００円。

今どういうふうにされていますかと聞いたら、やっぱり親戚の方が農作物をある程度作って、

それを買ってもらったり、または機械を貸し出す。耕運機とか、管理機みたいなのは貸すとか、

そういう形。この期間を更新するときに、これもテストケースで、１万３，０００円、非常に

割安ではないかと言っておられました。この根拠も、大体月１，０００円。ちょっといろいろ

なこと考えたら、ちょっとプラスアルファで切り上げて１万３，０００円になる。あんまり高

くすると、こういう御時世ですし、地域性もあるのでということで、やはりその辺は我々も相

談に乗りながら、親戚の方が試しに作って、農作物を買ってもらったりできたらなっていうの

をおっしゃっていました。そこまで金銭的なことも、心配はされていました。その辺も何回か

広告して図っていきたいと。意欲だけかも分かりませんけど、確認させていただきました。 

○議長 よろしいでしょうか。 

  ほかに、質問、意見等はございませんか。 

  それでは意見がないようでございますので、採決をとりたいと思います。 

  議案第５号、特定農地貸付けの申請承認について、承認することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、議案第５号、特定農地貸付けの申請承認について、承認すべ

きものと決定いたします。 

  併せて６９ページの報告第１号の番号３番、７６ページの報告第２号の番号３番と番号４番

について、御承知おきください。 

 

～ 議案第６号 番号１番、番号２番 ～ 

 

○議長 続きまして、６６ページ、議案第６号、地籍調査事業における農地の転用事実に関する

回答についてを議題といたします。別冊となりますので、御覧ください。 

  事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第６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、丹波市長から別紙一覧のとおり、１２８筆について、現況照会されているもの

で、４月１４日の柏原地域委員会で現地調査したところ、現況は山林、公衆用道路等、全て照

会どおりの内容であったことを確認しています。そのため、全て照会のとおりと回答して、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。 

  続いて、番号２番も議席番号○番の○○が説明します。 

  番号２番は、丹波市長から別紙一覧表のとおり、５筆について現況照会されているもので、

４月１４日の柏原地域委員会で現地調査したところ、現況は用水路等、全て照会のとおりの内

容であることを確認しています。そのため、全て照会のとおりと回答して問題ないと考えます。 
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  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。 

  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の番号１番につい

て、照会のとおり取り扱うことに、異議がないと回答してよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

回答についての番号１番につきまして、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。 

  番号２番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  議案第６号、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の番号２番につい

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しょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

回答についての番号２番、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 続きまして、議案第７号、農用地利用集積計画の決定について、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、議案第７号、柏原地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 ４月１４日の地域委員会において、番号１番、番号２番について、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ございませ

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。 

議案第７号、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、議案第７号、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。 

  氷上地域の案件についてですが、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
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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３番から番号１２番まで、４月１３日の氷上地域委員会において確認をいたしまし

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

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

りません。 

○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。 

議案第７号、氷上地域における農用地利用集積計画の決定について、全て照会のとおり決定

することに、異議がないと回答することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、議案第７号、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 青垣地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 ４月１３日の地域委員会において、番号１３番から番号１７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１

８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 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１８番から番号３９番まで確認いたしました。全ての農地について効率的に耕作し、

農作業に常時従事すること、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

と考えられますので、決定することに特に意見はありません。 

○議長 青垣・春日地域委員会の確認報告が終わりました。 

青垣・春日地域の案件につきまして、質問、意見等はございませんか。 

（「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、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、議案第７号、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。 
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  続いて、山南地域の案件について、確認報告をお願いいたします。 

○委員 ４月１２日に番号４０番から番号４６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。 

○委員 市島地域委員会から報告いたします。 

４月１２日に番号４７番から番号５１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 山南地域・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７号、山南・市島地域における農用地利用集積計画の決定について、全て照会のとお

り決定することに、異議がないと回答することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、議案第７号、山南・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 すいません。実は、この議案書を見て、初めて知ったのですが、３条の番号１番で、農

地を取得する人が、利用権設定の番号５番、農地を貸す側であります。一瞬、下限面積が大丈

夫かなと思ったら、この貸す農地が小さいものですんで、下限面積には何ら影響はないという

ことで、特に問題になるわけではないのですが、今後そういうことがもしあったら、３条で下

限面積ぎりぎりでＯＫやと。で、その後で、利用権設定で貸すほうやったら、貸すのやめたっ

ていうことが、起こりかねへん。 

ちょっとどきっとしたんですけれど、地域委員会では、各地域分のコピーだけが出てきま

す。ですので土地の所在が氷上町であるということで、地域委員会ではこの情報は出てこな

い。今日初めて見る情報ですので、これをチェックするのも、例えばもう事務局に任しといて

もうたらできるぞっていうことであれば、それでええんやけど、それがなかなか難しいのであ

れば、地域委員会でこういう情報が出てくるような形のほうが、ええかなという感じがするん

ですけどね。 

○議長 今までは、地域の分だけしか資料が無かったですね。このため、ほかの地域に問い合わ

せたりしていたのですが、地域委員会のときに、全部の情報っていうのを出してもいいのかど

うか。逆に出さんと分からんっていうのがあるのか、その辺の取り扱いについては、どうでし

ょう。 

○事務局 事務局です。 

  おっしゃるとおりで、情報共有すべきものなんですけれども、農業振興課の方は、毎月、少

しでも早く利用権がかかるようにということで、毎月の締め切り、地域委員会のぎりぎりまで

待って、うちのほうへ持ってきていただいている関係がございます。各種申請は５日締めで早

くから内容確認をするんですが、大体地域委員会の前日ぐらいに、地域委員会用の確認資料が

届くようになっています。 
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なので、ただやっぱり確認することは必要なことだと私たちも思いますので、今まで農業振

興課で、地域ごとに分けてもらっていたものを、全員の委員さんに、全地域分を分けずにもら

えれば、事務局も地域委員会で、担当地域の委員さんと一緒に確認することができるのかな、

と思います。地域毎のやつだけ持ってくるのではなく、全部もう初めから持ってくる。それは

ありかなと思います。 

○議長 各地域委員会のときに、今までそれぞれの地域の分の利用権設定等、計画のものが出て

きよった。今回のように、ほかの地域で利用権設定したりして、ほかの案件に関わるやつが出

てきたりというようなことが出てくるので、これを全部まとめたものを地域委員会に提示する

方向にするとか、いやいやもう、地域のだけでもいいから、事務局である程度作ってよという

ぐらいのことでいいのか、その辺のご意見だけ、お聞かせいただいたらありがたいです。 

いかが取り扱う方が良いかということ、ご意見をいただけますか。 

○委員 併せてやっぱり、今おっしゃっているように、面積の問題もありますし、片っぽでこそ

っと貸し出している。そして３条で買うというのもね。いかがなものかというような意見もあ

りますんで、もう農業振興課から全部出してもらえれば、ちょっと紙代かさみますけどね。 

○委員 そうですね。審議するときに必要だと思います。 

○事務局 事務局としても、できればそのスタイルでお願いしたいなと。でないと、事務局の方

では、調べろと言われれば調べるのですけど、たまたま今回３条と利用権が同じ人だったので

すが、これが同じ家で、お父さんが貸して息子が買うとかしたらね、事務局もまた見落としの

可能性があるので、こんなことがあるでと、ぜひ言うていただきたいので。何とか資料をまと

めて出すように依頼かけますので、お願いしたいと思います。 

○議長 それではそのような方向で、今後議案については、地域委員会のときにできるだけまと

まったものを御審議できるように、ということで、努めたいと思います。 

  それでよろしいでしょうか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○事務局 そのように対応させていただきます。 

 

～ 報告第１号 番号１番、２番、４番、６番 ～ 

 

○議長 それでは６８ページ。報告第１号、農地の形状変更届について、事務局説明をお願いし

ます。 

○事務局 報告第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補足することはございませんか。 

○委員 特にございません。 

○議長 番号１番について、質問等はございませんか。 

（「質問なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 質問がないようですので、報告第１号 農地の形状変更届の番号１番について、御承知

おきください。 

○議長 続きまして、事務局説明をお願いします。 

○事務局 報告第１号 番号２番、番号４番、番号５番朗読。 
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○議長 氷上地域の案件についてですが、まず番号２番と番号４番について、確認をしたいと思

います。番号２番と番号４番について、質問等はございませんか。 

氷上地域委員会からの補足説明がまだでした。すいません。 

氷上地域委員会からの補足説明はありますか。番号２番と番号４番について。補足説明がご

ざいますか。 

○委員 ありません。 

○議長 番号２番と番号４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 質問がないようですので、報告第１号、農地の形状変更届の番号２番と番号４番につい

て、御承知おきください。 

  続きまして、番号５番につきましては、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、退席をお願いします。 

 

（該当委員退席） 

 

○議長 番号５番につきまして、氷上地域委員会から補足説明があればお願いいたします。 

○委員 この圃場につきましては、雨水が滞留するということで、排水を設けたいということで

届出がされております。 

○議長 番号５番につきまして、質問等はございますか。 

（「質問なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 質問等がないようですので、報告第１号、農地の形状変更届の番号５番について、御承

知おきください。 

  復席をお願いします。 

 

（該当委員復席） 

 

○議長 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１号 番号６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すか。 

○委員 特にございませんけれども、これから夏野菜を作りたいけど、田んぼが乾かないので、

できたら早くかさ上げをしたいということです。よろしくお願いします。 

○議長 補足説明が終わりました。 

番号６番について、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 農地の形状変更届の番号６番について、御承

知おきください。 

 

～ 報告第２号 番号１番、２番、５番、６番、８番～１０番 ～ 
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○議長 続きまして、７６ぺージ。報告第２号、農地法施行規則該当転用届について、事務局説

明をお願いします。 

○事務局 報告第２号 番号１番、番号２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、まず番号１番と番号２番について、補足説明はございますか。 

○委員 番号１番ですけれども、議席番号○番の○○が説明します。 

  ここは牛舎ですが、始末書が提出されています。本来ならば、２アール未満の届けをしなけ

ればいけないのですが、農地法を知らずに建設しておりました。今後十分に気を付けまので、

受理いただきますよう、よろしくお願いいたします、という内容です。 

  また番号２番につきましては、○○新聞にこの案件が掲載されたことで農地法の未届出案件

であることが分かりました。所有者は、現在は○○在住ですが、元は○○出身で、農地は地域

の方に預けられていました。近くに家もありましたが、老朽化で住めない状態になったため、

近隣の方に譲渡されました。農地は２年ほど前に返してもらい、野菜作りをされています。休

憩所にするため最初はキャンプ用のテントを建てていましたが、雨風の強いときに大変だった

ので、農作業小屋を建て雨風をしのぐことにしました。雨風地震に強い建物を建てようと、１

年前、去年３月頃に建てはじめられました。私も知っていましたが、農業委員会に入る前でし

たので、無届であることを知りませんでした。 

で、○○新聞に載せられた時期が、３月１２日で東日本大震災にちなんだ日になるというこ

とです。それで始末書が出ました。農地の転用等をする場合、事前に手続きをしなければなら

ないものが、農地法を知らなかったために、届出無しに設置しました。今後は十分に農地法を

遵守しますので、受理をお願いしたいということです。 

○議長 氷上地域委員会からの補足説明が終わりました。 

  番号１番につきまして、質問等はございませんか。 

（「質問なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 質問等がないようですので、報告第２号、農地法施行規則該当転用届の番号１番につい

て、御承知おきください。 

  番号２番について、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、農地法施行規則該当転用届の番号２番につい

て、御承知おきください。 

  続きまして、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番につきまして、補足説明をお願いします。 

○委員 議席番号○番、○○が説明をいたします。 

  先ほどの排水路と同じほ場でございますけれども、その確認をした際に、建物があるという

ことで、地域委員会から指導をいたしまして、その結果、農地法を知らずに農業用倉庫を建

て、利用しておったということで、今後このようなことがないようにいたします、という始末
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書がついております。 

○議長 補足説明が終わりました。 

  質問等はございませんか。 

（「質問なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 質問等がないようですので、報告第２号、農地法施行規則該当転用届の番号５番につい

て、御承知おきください。 

  復席をお願いします。 

 

（該当委員復席） 

 

○議長 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 報告第２号 番号６番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

青垣地域委員会から、補足することはございませんか。 

○委員 別にありません。 

○議長 番号６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、農地法施行規則該当転用届の番号６番につい

て、御承知おきください。 

  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 報告第２号 番号８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 議席番号○番の○○がちょっと補足します。 

  申請者は都会でレストランを経営されています。ここでは、農産物を生産しております。作

業に来る際、農道などに車をとめたりしていましたので、作業者用の駐車場を確保したいとい

うことです。 

○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、農地法施行規則該当転用届の番号８番につい

て、御承知おきください。 

  次、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２号 番号９番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

山南地域委員会から、補足説明はございますか。 

○委員 この案件は、実は３月の地域委員会で見てもらいました。ほかの人から、勝手にしとる

と申し出がありました。そして言おうかな、言わないかなと思っとったんですけど、先月の総

会の帰り、この所有者の人が、たまたま車で家に入るのを追いかけて行って、ちょっと話があ

るんやけど、ということでお願いしたいところ、ほんとに気持ちよく、届を出させてもらうと

いうことで、やっていただきました。 
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  そして、始末書が出ております。その始末書をちょっと読ませていただきます。 

  この度は、私が所有する○○番の農地の一部について、農地法施行規則第２９条第１項の規

定による、農地の転用の届が必要であることを知らずに、進入路を設置しました。今後はこの

ようなことのないように注意しますので、今回の届について、受理をお願いいたします、とい

う始末書です。 

  それとこの件につきまして、２つほど僕が思ったことと、今日の運営委員会で出ておりまし

た、同じ建設屋さんが、同じようなことをやっていると。何回もやっとる土建屋なんです。水

土里協議会の方は、市から工事するときには、届をしてくれと言っていただいていたのです

が、土建屋さんが、当然田んぼへ重機を入れるということは分かるはずですので、この申請人

なんか分かるわけないと思います。自分の田んぼ、何で言われなあかんねんというのは、大概

そうやないかと思います。農業委員会だよりで出していただいていますが、読んでいただいて

いる方ばっかりやないと思いますんで、そこらはまた広報も徹底していかないかん。ほんで、

建設業者の方には、何か市でやっていただかないかんのやないかと思います。 

それと、もう１つ、見つけたからすぐ言わないかんと思うのですけど、ちょっと構えておれ

ば、時間を置けば、チャンスが回ってきて、そのようなタイミングで言えたようなことがあり

ましたんで、ゆっくりじっくりしていくのがいいんじゃないかと思いました。 

○議長 一応補足説明をいただいたということで。 

質問、意見等はございませんか。 

○委員 これ、進入路は、奥の農地へ行く進入路ということですか。 

○委員 奥の農地へも行けます。 

○委員 奥に行くための。 

○委員 そう、その両方です。両方とも自分とこのもんなんでね。 

○委員 これがないと入られへん。 

○委員 そうそう。 

○議長 よろしいでしょうか。 

  ほか、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、農地法施行規則該当転用届の番号９番につい

て、御承知おきください。 

  また先ほどの○○委員から出た内容につきましては、また整理して、地域委員会でも報告が

できるようにしたいと思います。 

  また土建屋さんの組合か協会というところにも、申し入れをできるように、進めていきたい

と思いますので、よろしくお願いします。 

  続きまして、市島地域の案件について、事務局説明をお願いします。 

○事務局 報告第２号 番号１０番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

市島地域委員会から、補足することはございませんか。 

○委員 番号１０番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号１０番は、既存の農業用倉庫を解体して、新しい農業用倉庫を建築するのですが、前回

は届出されていなかったため、始末書が添付されています。 
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○議長 市島地域委員会からの補足説明が終わりました。 

  質問等はございませんか。 

（「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、農地法施行規則該当転用届の番号１０番につ

いて、御承知おきください。 

 

～ 報告第３号 ～ 

 

○議長 続きまして、８３ぺージ。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 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。 

青垣地域委員会から、補足することはございませんか。 

○委員 別にありません。 

○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３号、公共工事の届出について、御承知おきくださ

い。 

  ここで、議長を交代します。 

 

（議長交代） 

 

～ 報告第４号 ～ 

 

○議長 報告第４号、農業経営改善計画の認定について、事務局説明をお願いします。 

○事務局 報告第４号 番号１番～番号８番朗読。 

○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 質問等がないようですので、報告第４号、農業経営改善計画の認定について、御承知お

きください。 

 

～ 報告第５号 ～ 

 

○議長 報告第５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。 

○事務局 報告第５号 番号１番朗読。 

○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 質問等がないようですので、報告第５号、青年等就農計画の認定について、御承知おき
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ください。 

○議長 案件はすべて終了しました。委員の皆さんから何かあれば。ないようでしたら、事務局

から連絡事項等をお願いします。 

○事務局 （連絡事項） 

○議長 これで第１回定例総会を終了します。 
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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４月２６日 

 

            議           長              ○印  

 

 

            議事録署名委員（２１番委員）             ○印  

 

 

            議事録署名委員（２２番委員）             ○印  


