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令和３年度 第２回定例総会議事録 

 

１．日 時  令和３年５月２５日 午後１時３０分 

２．場 所  丹波市立春日住民センター大会議室 

３．出席者 

○農業委員 （２４名） 

 （柏原地域） １番 古倉 一郎  ２番 矢本 規夫 

 （氷上地域） ３番 芦田 義彦  ４番 足立 正典  ５番 金子 隆司 

  ６番 德田 義信  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） 

７番 山本 浩子 

 

○事務局  （３名） 

 

４．議事 

  議案第 １ 号 農地法第３条の規定による許可申請承認について 

  議案第 ２ 号 農地法第４条の規定による許可申請承認について 

  議案第 ３ 号 農地法第５条の規定による許可申請承認について 

  議案第 ４ 号 非農地証明願承認について 

  議案第 ５ 号 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 ６ 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 認定電気通信事業者による届出について 

  報告第 ４ 号 公共工事の届出について 

 

５．閉会 
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１．開会 

○議長 ただいまより、令和３年度丹波市農業委員会第２回定例総会を開会いたします。 

  初めに、岸本会長より御挨拶をいただきます。 

 

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、１０番の足立俊哉委員から遅刻届が提出され

ております。結果、農業委員２４名中、２３名の農業委員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。 

  なお、本日の総会の資料ですけれども、１点追加をさせていただきます。 

  既にお手元にＡ４裏表の資料を配布しております。報告事項、農地法第５条第１項第１号の

工事の計画、公共工事の計画の分でございます。ページが７８、７９ページでございます。ち

ょうど既にお渡ししておりました資料、そのまま後ろにつけていただく形になります。 

  詳細は、後ほど報告させていただきますが、本日の定例総会の資料追加ということで、よろ

しくお願いいたします。 

 

３．議事録署名委員の指名 

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

の規定により、「議長が指名する」とありますので、指名させていただきます。 

  議席番号２３番の髙見委員、議席番号２４番の橋本委員、両委員お願いいたします。 

  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～番号２０番 ～ 

 

○議長 それでは日程４番、議事に入ります。 

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

  事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第１号、番号１番～番号４番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

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４番を、議席番号〇番の○○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、６ページに地図

をつけています。 

  申請地は、譲受人が所有している農地と畦畔なしの隣接地で、１枚の状態でございます。で

あるので、効率的に耕作できるということで、購入を決められたようです。いわゆる残存小作
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地で、次世代に残存小作地を残さないという双方の考えが一致したというふうに聞いています。 

  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、７ページに地図

をつけています。 

  譲受人は、農地所有適格法人の資格があることの書類を添付していただいています。内容を

検討した結果、農地所有適格法人であると確認できました。 

  この農地は、耕作放棄地となっており、数年前から草刈り指導をしていましたが、なかなか

実行されず荒れていました。２月の総会で、譲受人への利用権設定がされていますが、その後

売りたいという希望があり、売買の話が出たと聞いています。 

  作物は、小豆を栽培する計画であります。 

  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、８ページに地図

をつけています。 

  譲渡人については、先月１件申請があったときに、残りの分を売りたいという希望があると

いうことをお知らせさせていただいたものですが、その残っている農地の売却ということで、

今回譲受人が決まったということで、申請になりました。 

  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

います。 

  番号４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。 

  先ほどの番号３番と同じ譲渡人です。譲渡人が売却したいと希望していた農地は、これで全

て話ができたと聞いています。 

  譲受人は、○○にお住まいですが、申請地の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。 

  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

います。 

  以上４件、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。 
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  番号２番について、質問、意見等はございませんか。 

 （「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

番号２番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  番号３番について、質問、意見等はございませんか。 

 （「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号３番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  番号４番について、質問、意見等はございませんか。 

 （「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号４番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  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５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 それでは番号５番、番号６番、番号７番を、議席番号〇番の○○が説明をいたします。 

  番号５番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、１０ページに

図面を示しております。 

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

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

おります。 

  なお、譲渡人の農地は、この後５条でも出ますけども、それで全てなくなります。 

  続きまして番号６番でございます。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、１３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７番です。農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、

同じく１３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。 

  よろしく御審議いただきますよう、お願いいたします。 
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○委員 番号８番を、議席番号〇番の○○が説明いたします。 

  番号８番は、農地を売買により取得し、農地所有適格法人として、農業経営をするものであ

ります。昨年より利用権を設定して、農業を行っており、このたび農業法人として認められた

ため農地を取得するもので、農業法人としての会社の利益証明書及び定款のほうも添付されて

おります。図面は１４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。 

  御審議よろしくお願いいたします。 

  それと、この譲渡人は、所有農地が２筆残っており、利用権設定により適切に管理をされて

いることを確認いたしております。 

  以上です。 

○議長 氷上地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号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。 

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。 

  続きまして、青垣地域の案件について、事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第１号、番号９番～番号１１番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 
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青垣地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号９番、番号１０番を、議席番号〇番の○○が説明いたします。 

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

す。 

番号１０番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、図面は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、番号１０番の譲受人は、住所が○○となっております。実家が○○○○番地にござい

まして、そこには両親が健在で、お過ごしでございます。この両親と一緒に、土曜、日曜など

を利用しながら、農業に勤しんでいただいておるということでございますので、よろしくお願

いします。 

○委員 番号１１番を、議席番号〇番の○○が説明をいたします。 

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１７

ページにつけております。 

  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確認して

おります。 

  なお、誓約書につきましては、令和３年５月６日に農地法第３条を申請するにあたり確認し

た結果、所有農地について、住宅を平成１３年に建てており、それの非農地証明願を提出しま

すという誓約書でございます。 

  よろしくお願いします。 

○議長 青垣地域委員会からの確認報告が終わりました。 

番号９番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

番号９番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  番号１０番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

番号１０番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  番号１１番について、質問、意見等はございませんか。 
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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。 

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１号、番号１２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の確認報告ですが、番号１２番、番号１３番については、面積要件があ

るため、併議とさせていただきます。 

それでは、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１２番を、議席番号〇番の○○が説明させていただきます。 

  番号１２番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、図面は１８

ページに示しております。 

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

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

おります。 

  続いて番号１３番を、同じく議席番号〇番の○○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１８

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 次に番号１４番を、議席番号〇番の○○が説明いたします。 

  番号１４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、１９ページ

に地図をつけております。 

  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確認して

おります。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長 春日地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号１２番、番号１３を併議といたしますので、よろしくお願いします。 

  番号１２番、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１２番、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１２番、番号１３番は、許可すべきものと決定いたしま

す。 
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  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。 

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１５番～番号１９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１５番と番号１６番を、議席番号〇番の○○が説明させていただきます。 

  番号１５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確認して

おります。 

  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２０

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。 

  譲渡人は、これで残地が全てなくなりました。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○委員 番号１７番を、議席番号〇番の○○が説明いたします。 

  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、地図は２１

ページにつけております。 

  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確認して

います。 

  なお、この申請によって譲渡人の残地はなくなり、農業は廃止されます。 

  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１８番、番号１９番を、議席番号〇番の○○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、図面は２２

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項各号の全部効率利用要件、農作業の常時従事要件、

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

おります。 

  番号１９番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、図面は２３、

２４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項各号の全部効率利用要件、農作業の常時従事要件、
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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１５番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１５番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  番号１６番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１６番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  番号１７番について、質問、意見等はございませんか。 

（「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。 

  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。 

  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２０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２０番を、議席番号〇番の○○が説明いたします。 

  番号２０番は、農地を所有権移転し、経営を拡大したいというもので、図面は２５ページに
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示しております。 

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

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

おります。 

  なお、譲渡人の○○氏ですが、住所が○○になっております。所有地は○○町○○です。こ

れは以前におられた方から、所有権移転でこの○○氏が取得しております。 

  ここの農地委員会でも御説明しまして、承認を得ております。 

  譲受人のところに○○と書いてありますけど、○○は、運輸業であるとか、こういった農業

事業から、様々な事業をしております。特に、○○グループの配送車が○○に食品を届けると

いう事業なんかをしております。 

で、この○○氏は、ここの北近畿の株式会社の実は社員さんでして、もう以前から○○とし

てここをやっていきたいという希望がありまして、この度、正式に○○の会社の所有する土地

として、○○が管理し、運営していくということで、こういった申請が出ております。 

譲受人の○○の会社は○○にあるんですけど、実は○○の○○のほうでキャベツを栽培して

おりまして、どれぐらいの実績があるかという添付の書類も出ております。 

で、これを○○地域でもやっていきたいというようなことで、計画書もつけてあって、確認

もしております。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長 市島地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号２０番について、質問、意見等はございませんか。 

○委員 法人、適格法人なんですが、それは○○でやっている法人なのは分かりますけど、丹波

市内での拠点はどこなんですか。 

○委員 丹波市内では初めてです。 

○委員 拠点はないの。 

○委員 拠点は、この○○株式会社、○○にあるんですけど、ここが拠点になります。 

○委員 そこが農作業の拠点になるん。 

○委員 そこの社員さんが、業務委託を受けて、ここを耕作すると。で、責任者は○○で、所在

地は○○にあるところです。 

○委員 そこの社員さんいうのが、この。 

○委員 ○○さんです。 

○委員 実質的には○○さんが農作業を。 

○委員 ○○さんが、やられる。 

○委員 ○○さんは、拠点があるん。 

○委員 ○○さん自体は、もう去年ここで申請を受けて、実際に耕作していまして、様々なもの

を植えておられるんで。そういったことも見た中から、大丈夫であろうという感じです。 

○委員 分かりました。 

○議長 ほかに質問、ございませんか。 

○委員 遠いとこの人で、ほかにもありましたが、拠点が、実家があると先ほどあったんですけ

ど、確かこの拠点から３キロ以内っていうような申し合せやったか、決めがあったように思う

んやけど。それから言うたら、譲渡人の住所も３キロでは済まへんし、会社があるのは○○と
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いうことで、それも３キロでは済まへん。実際、現在作られとるということですので、どんだ

け心配せんなんのかは、心配せんでもええやろというのも思うんですけど、その３キロと決め

ておったのをどう解釈するか。「通作距離は総合的に判断する」となっとるんでまあ何をもっ

て総合的な判断とするのか、というあたりを、３キロという表示があるだけに、もうちょっと

明確にしておくほうが、今後のためにもええと思います。 

○委員 拠点というふうに判断しましたのは、この農地の中に、既に簡易的にハウスを利用して、

トラクターなどの農機具を配置して、実際自分も、○○まで帰れないんで、そこで食べたり、

○○さんの従業員も来てお手伝いしたりっていうことなんで、拠点というか、簡易的な小さな

倉庫が拠点となって。理解していただけると、まあありがたいかなと。そこに実際肥料なんか

も全部おいてやっておられるので。 

  で、先月も、利用権設定をされていまして、近所にも土地を借りられ耕作を始められてまし

て、そこへも、そこを拠点として行かれてまして、どうしてもそこを拠点に住所を構えろとい

うんであれば、会社のほうに拠点にするようには問い合わせたりはできるんですけど、地域委

員会的には、何の心配もないかなというふうには思っています。 

○委員 まあどっちか言うたら、３キロいうてある、それをどう解釈していくかというとこやと

思うんですよね。問題があるとかないとかよりも。 

○委員 倉庫が拠点というふうに解釈していただきたい。現実的にはそういう格好になっておる

と。農業経営をされておられます。 

○議長 すみません。今の内容を確認したいと思いますので、通作距離について、どういう判断

をしてるかっていうことを、統一事項となりますので、皆さん確認いただけたらと思うんです

が、統一事項の５ページに、通作距離についての判断基準というのがございまして、少し説明

を、事務局よろしいですか。 

○事務局 失礼します。事務局でございます。 

  お手元の丹波市農業委員会の実務必携、これを見ていただいて、今議長さんお話あったのは

丹波市農業委員会統一事項ですね。インデックスの２です。そこめくっていただいて、そこの

５ページ、４段になっとるんですけど。ページ分かりましたかね。５ページの上の半分になり

ます。上半分になります。そこに、この丹波市農業委員会の、特に３条の判断をされるときの、

いわゆる居宅もしくは農業拠点からの通作に関する判断基準について、今後はこういうふうに

やっていこうというのがありますね。前回の部分、平成２０年３月１日云々っていうところは、

それまでは、認定農業者の方であれば、３０キロ以内、居宅から３０キロ以内ですよ。認定農

業者以外の方は１５キロ以内ですよって明確に、いわゆる道順をたどって距離が言われておっ

た。 

ただ、やはり今の時代になりましたら、高速道路網もよくなっておりまして、阪神間からで

も１時間足らずで来られるという状況がありますから、全国でそういうことになっとるんです

ね。なので、距離で画一的に判断するのはやめようということで、判断基準がなくなりました。

で、そうした中で、居宅から離れたり、拠点から離れたりしとるときについては、以下のとお

りに審議をしましょうよ、判断をしましょうよということを言っていただいてるのは、「記」

以下になるんです。 

で、１、２、３、４、５、６、注釈もありますが、１つ目は通作距離が１５キロメートル以

内の場合は、もう通作距離違えど、あんまり考えないようにしましょうかということ。基本的
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には行けるやろという考え方ですね。 

で、２つ目が、通作距離が３０キロメートル以内。ここにずらっと書いてあるのですが、単

純に言うと、これまで３０キロ離れとるんやけど、その辺でもう営農されている。そういう場

合については、３０キロまでは、距離のことはあんまり言わんようにしましょうということに

なっています。 

それから、３番目には、農業経営基盤強化促進法、要するに利用権で使っていた人が、その

まま買うというときには、これまでできとったんやからもうええやろという話ですね。 

で、４番目には、取得しようとする農地と、申請者の、申請者の親族が所有する農業用施設、

大体今やったら２親等以内ですよね。おじいちゃんからお孫さんまでであれば、作っとるのは

同じように農業しとるという感覚でいいということになるので、そこから３キロメートル以内

であった場合には、まあまあ距離のことはなしにしましょうよ、ということになります。 

で、それとともに、市内在住者が取得する場合、市島の人が山南とかね。青垣の人が柏原の、

こういう場合も基本的には市内やから通えるだろうということを考えていただく。 

それから、最後６番目には、申請地から３キロメートル以内で、１年以上の耕作実績がある

場合。離れとるけど、その近隣で、その申請地、もうちょっと借りてやっとったっていうと、

３番に近いとこがあるんですけど、この場合についてもええやろと。このときには、距離のこ

とはあんまり難しく考えんようにしようという感じです。 

で、そうした中で、裏返していくと、これに合わない場合は、いろいろな観点から見て、

「ここ大丈夫やな」という判断をしていきましょうということがあります。 

多分今ね、市島地域委員会のほうでは、説明いただいとったからと思うんですけど、そうい

う意味でもう○○さん、この申請者の方については、既に２０ヘクタールほどの経営実績が。

大体中心的には○○ということで、距離的に○○とはもう隣接したことになるんでね。また、

今特に○○と○○の場合、道がよくなっておりますので、通いもよいやろうと。当然にはそん

だけの経営実績がある、実態があるということは、大型の積載車もあって、２、３０キロのも

のやったら余裕でもう機械で運べる。そういったところもね、見ていただいたり、考えていた

だいたりしながら、今回総会のほうに提案いただいた。こういった経過になっております。 

○議長 今、事務局のほうで説明いたしました。それを受けて再度、市島地域委員会のほうから。 

○委員 要件の中に、１年以上の耕作実績というのがありますけど、○○さんのほうはもう既に

２年ぐらいここを耕作しておられまして、きちっと管理しておられるのも聞いておりますので、

そこの部分も、１年以上の耕作実績があると。 

○委員 それが、この○○、ここが耕作実績があるかどうか。譲渡人がどんだけ耕作実績があっ

ても、今説明があった取り決めには何も該当せえへんので、この会社がどうなのかというとこ

で、取り決めどおりにただ、その文言どおりに考えるなら、厳しいかなというふうに思います。 

  ただ、先ほどから話聞いとったら、まあまあっていうふうにも思うんで、その取り決めをど

う解釈するか。拠点から３キロというふうに言われとるとこを、どう解釈して、今回はよしと

するんやっていうとこを、明確にしとくほうが、今後なし崩し的にならんようにするためにも

必要やないかなと思う。 

○委員 多分それは、農業用施設との距離が３キロ以内ということが書かれてますので。 

〇委員 施設の。 

○委員 農業用施設。ここに書かれてるのは農業用施設との距離。農業用施設、つまり、トラク
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ターないしそういったものを置いている施設というふうな解釈をしていただいたら、これ３キ

ロということになるんじゃないかなと。理解できますので。農地の中に、そういったものを置

いてある場所があって、それが３キロ以内にあるんであればいいという解釈でしたほうが、現

実的に農用地として利用されやすいんかなと。農業者の方に。だからそういう解釈でいいかな

と思います。 

○議長 ○○に拠点がある。 

○委員 ○○の○○株式会社というのが、○○にありますので。で、○○さん自体は、もう最初

から個人で耕作していたんじゃなくて、ここの○○株式会社の社員さんとして、社員さんとし

てやっていたということで、会社の責任者をもって、だから○○さんが耕作することに関して

は、実は会社が責任を持ってやってるという形になってますので。もちろん○○さんだけじゃ

なくて、社員の方も時々来てやっておられるんで、会社としてやってるんです。 

○委員 現実に合わせようと。 

○委員 そうですね。それで解釈していただいたら。御理解いただいたらですね。 

もし、本人が草だらけにしておるとか、それからここ２年耕作してる間に、別の目的で利用

するような雰囲気があるようであれば、私としても、この申請に関しては異議を唱えますが、

本当に見る限りは真面目に耕作しておられるんで、できるだけ当人さんの御要望に応じた形で

申請を認めていただいたらありがたいなと。 

○委員 拠点がその農地の中にあるということであれば、できたらそれをもっと明確に「ここが

拠点ですよ」と言えるように、明確にするために、その分が２アール未満を出してもらうこと

によって、それが農業用施設ですよということが明確になるんで、そうやってそこをはっきり

させて、拠点から３キロ以内っていうのがこれです、というふうになるようにしといたほうが、

ええんやないかなというふうには思います。 

○委員 この農地所有適格法人ですけども、譲渡人のお名前挙げておられましたが、この件につ

いて、農業関係者が適格法人の場合は、株を５０パーセント以上持たれる方が、農業法人の代

表者になるということなんで、今会社のことと、定款には誰がどういうふうな農業の形態でさ

れているのか。今の譲渡人の方が中心になって農業をされているんだったら、そこが役員とし

て出されているのか。それともその○○という名前出ましたけど、そこの農業従事者の方が、

農業の代表者として名前が挙がってるんか。譲渡人の名前ばっかり出たので、誰が法人格の資

格があるのか、その辺が分かったら。 

○委員 責任者としてはここに書かれております、○○氏が、責任者でやってまして、で、○○

氏はあくまでも委託、作業委託を、業務委託を受けて、そこで耕作してるということで、責任

者はあくまでもこの社長さんであります○○の○○氏の名によって、ここが運営されてる。 

○委員 いや、農業従事者。社長は、農業従事してる方が代表権は持っておられるっていうこと

になるんで。 

○委員 農業従事者は、あくまでも○○さんは作業委託を受けてやっておりますんで、社員とい

う立場です。 

○委員 営農実績は、この社長が農業をされてるっていうことですか。 

○委員 ○○において、キャベツをかなり植え付けられてまして、農業に関しては相当の知識を

持って、実績もあるという。 

○委員 農業日数は、年間何日社長はされてるんですか。名前だけっていうたら、それなりに。 
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○議長 議長として言います。農地所有適格法人について、再度確認をしたいと思いますので、

一旦ここで休憩をしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

で、その適格法人の内容について、再度確認をしまして、法人の登記とかの記載ってありま

すよね。そこで確認させてください。 

一旦休憩します。 

 

（休憩） 

 

（再開） 

 

○議長 再開します。 

  ５ページ、議案第１号の番号２０番につきまして、再度審議をしたいと思います。 

 まず、この譲受人が、農地所有適格法人になっておりますが、その内容確認について、事務局

から報告をさせます。 

○事務局 失礼いたします。事務局でございます。 

  農地所有適格法人の要件についてでございます。 

  まず１点目でありますが、法人形態の要件というのがございます。譲受人におきましては、

株式会社でございますので、まず法人要件には適合しているという点が、１点でございます。 

  ２点目の事業要件でございますが、法人の主たる事業が農業ということで、その点に関しま

しても、定款また過去の実績等でも適合をしているということで判定しているところでござい

ます。 

  ３点目の議決要件でございます。農業関係者が総議決権の２分の１を超えているかどうかと

いう点でございますが、こちら５１パーセントで確認しておりますので、この要件もクリアを

しているということでございます。 

  最後４点目の、役員要件でございます。こちらは、過半が農業に常時従事するかどうかであ

りますが、こちらも過半以上が２００日以上、従事しているということで、確認をしてござい

ます。 

  結果、農地所有適格法人として適合しているということを、地域委員会においても、事務局

においても確認しているということでございます。 

○議長 まず農地所有適格法人については、以上となっております。 

  それから拠点についての考え方について、再度、市島地域委員会から確認報告をお願いしま

す。 

○委員 拠点に関してですけど、書類を見ますと、基本的に従業員が、○○にあります北近畿の

○○株式会社を拠点として、農業経営を行うということになっております。 

で、先ほどもお話ありましたけど、その中に、現実的には機械等を置いてる場所があります

ので、どうしても納得できないので、ここをきちっと申請を出して拠点にしてほしいというの

であれば、我々としても、申請者から書類を早急にそろえて提出していただくようにいたしま

すので、できることであればこの件に関しては、市島地域委員会として責任を持って、書類も

提出していただけるので、この案件に関しては、この場では許可をお願いいたしたいというふ

うに思っています。 
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○議長 市島地域委員会から報告がございました。 

  質問、意見等、ございませんか。 

○委員 教えてください。１９万８，０００平米何がしかの耕作面積があると。そのうち、この

法人が所有している面積はどれぐらいになりますか。 

○委員 ○○。 

○委員 ううん、この１９万のうち。 

○議長 耕作面積が２０ヘクタール近くありますが、そのうちに所有している農地はどれぐらい。 

○委員 耕作証明書を見ますと、全部借地となっています。 

○委員 借地なの。 

○委員 借地農地。 

○委員 今回が初めて。所有権は。 

○委員 所有権、今までは借地というふうになってます。 

○議長 １９万８，７２４平米の耕作面積については、全て借地で、農業経営をされているとい

うことですね。 

○委員 はい。 

○議長 今回の３条による取得が初めて。 

○委員 初めてですね。 

○議長 所有権移転については初めてということですね。 

○委員 キャベツの写真もつけていただいてですね。どれぐらい今までの実績があるかというふ

うなことも添付出されてありますので、細かい表が出てまして、どれぐらいキャベツを出荷し

ておられたということが書いてありますので、現実的にきちっと農作業等ができる。 

  基本的には事業としては、借りてやるというようなことなんですけど、ここの土地に関して

は、実は以前に○○から移住して来られた人がいまして、体調不良もあって、退きたいという

ことで、農業委員である私に相談がありまして、その上で、当時うちの農場で研修を受けてい

た社員である○○氏に、じゃあこの土地をお世話できんやろうかということで、紹介したとい

う経緯がありますので、基本的には多分農業法人としては、借地でやっていくということが基

本なんですけど、今までの経緯の流れの中で、こういうことになったのかなということで、特

に農業法人として、農地を取得することによっての別の意図があるとは思えない。 

○議長 よろしいですか。 

  再度、質問、意見等ございませんか。 

適格法人についての内容を確認いたしました。それから耕作についても、実績があるという

ことは確認ができました。その中で農業の拠点ということについて、議論がされました。それ

について、地域委員会の提案ですが、今後農地の中にハウスを建てて、農機具を置いている。

その部分について、早急に２アール未満の届を出していただいて、そこを拠点という形で、地

域委員会としても指導するという内容で、地域委員会からは報告をいただいております。 

  ほか、内容について、質問、意見等はございませんか。 

○委員 農会とか水利とか、入ってもらえるんですよね。 

○議長 そこはどうですか。 

○委員 それはもう既に、日役も出ております。 

○議長 それは○○さん出ているということですね。 
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○委員 ○○さんが出ている。 

○議長 そういう点で言うと、地域調和要件等も。 

  ほかに何か質問、意見等ございませんか。 

○委員 既に利用権設定で、○○も○○も耕作してる。そういうことやな。 

○委員 そういうことです。 

○委員 決算書なんかは出てきてるんですか。 

○委員 決算書も、出荷の内容と出荷の帳簿、全て出ています。 

○議長 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 採決に入らせていただいてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 それでは異議がないというふうに考えますので、番号２０番について、異議がないと確

認し、採決をとりたいと思います。 

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番については、許可すべきものと決定いたします。 

  再度、市島地域委員会につきましては、先ほどの約束どおり、２アール未満の届を早急に出

していただくということで、指導をお願いしたいということを、この場で確認します。 

○委員 先ほどから農地所有適格法人の案件があって、私が担当のとこであって、申請者からそ

の適格法人であるということの書類を、これはこうや、これはこうやと説明を受けたんです。

売上の半分以上が農業やなかったらあかんとか、率が何割以上とか、農業従事者が半分以上と

か何日農業をしたら、農業従事者やと言えるのか。年間何日やというのを分からへんかって聞

いてきたら、６０日やということで、うーん。６０日で農業しとるって言えるんか、みたいな

感じがしたんですけど、今回のは、全て該当しとるということで、報告を受けたわけなんです

けど、申請者から説明をしてもうたというのが、何か恥ずかしくて、これはいかんのんちゃう

かなと。適格法人からの申請やったら、こっちで確認ができるようなことが当たり前といやあ

当たり前やろうから、それを知らんかったいうことで、できたらこの会社形態は株式会社やっ

たら思うけど、どういう形態やったら良いのやっていうことやら、そういうことが書いた分が、

書類があると思います。できたらそれを一回配っていただいて、適格法人の申請が出てきたと

きに、それでどういうのか確認できるような形を、教えていただいたらと思いますんで、お願

いをいたします。 

○議長 この農地所有適格法人っていうのはちょくちょく出てきますので、その辺がチェックで

きるようなチェックリストを含め、事務局で確認をして、また皆さんのほうにお示しをし、配

付させていただいて、そのようなチェックができるように進めてまいりたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

  御指摘ありがとうございます。 

 

～ 議案第２号 番号１番～番号２番 ～ 

 

○議長 それでは、２６ページの議案第２号に入りたいと思います。 
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  議案第２号、農地法第４条の規定による許可申請承認についてを議題といたします。 

事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第２号、番号１番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  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、議席番号〇番の○○が説明いたします。 

  番号１番は、資材置場及び車両置場として利用するための申請です。図面は２８ページに示

しております。 

  申請地の農地区分は、上下水管が埋設されている沿道の区域にあり、５００メートル以内に

○○（医療施設）、○〇（医療施設）があるため、第３種農地と判断しました。 

申請地は、申請人が経営する会社の資材置場及び駐車場として貸し出すもので、土地賃貸借

契約書が添付されております。 

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

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

ず、いずれも申請内容に問題がないことを確認しております。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○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 御自身が経営する会社に貸すという話やったと思うんですけど、会社員。会社役員じゃ

ないですか、これ。 

○委員 会社役員。 

○委員 ほな議案書が間違っていると。分かりました。 

○議長 会社役員。訂正。 

○事務局 議案書２７ページの番号１番ですが、先ほど御指摘ございましたとおり、申請人の職

業ですが、「会社員」としておりますところ「会社役員」に議案書の訂正をお願いします。 

○議長 番号１番について、ほかに質問、意見等はございませんか。 

○委員 再度確認です。図面の、２８ページの図面と４条で、当該農地を会社のほうの駐車場に

貸す。後ほど出てきますが、隣接のほうも５条で共同住宅という申請が後ほど出るようにある

んですが、その共同住宅の駐車場ということではないですね。それだけです。 

○委員 現在は、別です。将来的につながるかはわかりませんが、この５条で申請が出てる分に

ついて、この農地だけが残るので、それでもう農業しにくいというところを、会社の駐車場と

して利用するほうがいいんじゃないかなということになりました。 

○議長 よろしいですか。あくまでも４条の分だけが、貸露天駐車場ということでの今回４条の

申請ということです。 

○委員 これ６９４平米が貸露天駐車場なんですけれども、２９ページに何か左側の申請建物っ

て書いてある。これ全部が全部露天駐車場ではない。 

○議長 この２９ページのは、５条についての図面。 

○委員 勘違いでした。 

○議長 ４条については、あくまで貸露天駐車場ということになります。 

○委員 分かりました。すみません。 
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○議長 ほかに質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号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。 

  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２番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  春日地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号２番を、議席番号〇番の○○が説明いたします。 

  番号２番につきましては、図面を見ていただいたらお分かりと思いますが、３０、３１ペー

ジを見ていただきたいと思います。 

  特に、３１ページにつきましては、記入がありますように、農業用のコンバインとか、作業

に伴う機材、トラクターなどの他、幾つかの農業用の軽トラック等もございます。今のところ

が手狭になってきたということでございます。面積としては、２００平米程度でございます。 

  それともう１つ、図面の３１ページの下のほうございますが、この分につきましては、山林

ということで、一体的に利用したいということでございます。 

  農地区分につきましては、○○（教育施設）と○○（医療施設）が５００メートル以内にご

ざいまして、第３種ということでございます。 

  また隣接者等、それから地元等の同意も得られておりますので、特に周辺農地の営農への支

障はないものと思われます。特にこの周辺はほとんど宅地でございます。 

この転用につきましては、地域委員会としても、事業計画が妥当なものであり、農地法第４

条６項各号には該当せず、いずれも申請内容には問題がないということを確認しております。

以上でございます。 

御審議のほど、よろしくお願いをいたします。 

○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。 

 

～ 議案第３号 所有権移転 番号１番～番号１１番 ～ 

～ 議案第３号 賃貸借権設定 番号１番、番号２番 ～ 

～ 議案第３号 使用貸借権設定 番号１番、番号２番 ～ 
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○議長 ３３ページ、議案第３号、農地法第５条の規定による許可申請承認についてを議題とい

たします。 

事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第３号、番号１番、番号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、議席番号〇番の○○が説明します。 

  番号１番は売買によって、露天駐車場として利用するための申請です。図面は３５ページに

示しているとおりです。 

  申請地の農地区分は、住宅等が連たんする地域に近接し、農地の集団規模がおおむね１０ヘ

クタール未満のため、第２種農地と判断されると考えます。 

  現状は、工場の前に従業員駐車場があるのですが、福利厚生施設にその土地を利用されると

いうことで、代替として駐車場が必要になったもので、会社の入り口の前にあります農地を購

入し、駐車場９６台分を使用するということでございます。 

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

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。 

続きまして、番号２番を、議席番号〇番の○○が説明します。 

番号２番は売買によって、庭として利用するための申請でございます。図面は３６ページに

示しているとおりです。 

  申請の農地区分は、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に該当す

るため、第２種農地と判断できると考えます。 

  この土地は、隣に約１年半ほど前でしたか。当時は５条で全面を買う予定だったのですが、

地主さんのほうからこの土地を分筆して残したいということで買われませんでした。 

今回、その人も気が変わって購入してほしいということで、話がまとまりまして、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と考えます。 

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

れも申請内容に問題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 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。 

○委員 この農地、農振外の土地ですか。 

○委員 そうです。 

○委員 すごくきれいな形ですが。 

○委員 １年ほど前にも近くであったんですけど、駐車場として申請がありました。 

○委員 分かりました。ありがとうございます。 

○議長 ほかに質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 



 - 20 - 

○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。 

次に、氷上地域の案件について、事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第３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の確認報告ですが、番号５番、番号６番につきましては、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報告をお願いいたします。 

○委員 番号３番を、議席番号〇番の○○が説明します。 

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

の申請です。図面は３７ページに示しております。３７ページ見ていただきましたら、譲受人

の事業所が北側にあるんですけども、狭くなったということで、南側の土地を買われるという

ことです。東側の法面の下に水路がついてますので、そちらのほうに水が流れていくというこ

とでございます。 

  現地を確認したところ、申請地の農地区分は、おおむね１０ヘクタール以上の集団に含まれ

ているため、第１種農地と判断されると考えています。転用目的が、集落に接続して設置され

る日常生活上必要な施設のため、第１種農地の例外的許可事由に該当すると考えます。 

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

また、転用面積は最小限のものであり、農地法第５条第２項の各号に該当せず、いずれも申

請内容に問題がないと確認しております。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員 番号４番を、議席番号〇番の○○が説明します。 

番号４番は、売買により農地を取得し、一般住宅として利用するための申請です。図面は３

８ページに示しています。 

申請地の農地区分は、街区の面積における宅地面積が４０パーセントを超えるため、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、転用面積は最小限のものであり、農地法第５条第２項の各号には該当せず、いずれも

申請内容に問題がないことを確認しています。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 
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○委員 番号５番、番号６番、番号７番を、議席番号〇番の○○が説明をいたします。 

  番号５番、番号６番は、太陽光発電設備にするための申請でございます。図面は、１０ペー

ジ、１１ページに示しているとおりでございます。 

  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に該当

するため、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。 

また、事業者と自治会との間で、協定書が締結されております。 

次に番号７番でございます。太陽光発電設備にするための申請でございます。図面は１０ペ

ージ、１２ページに示しているとおりでございます。 

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に該当

するため、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。 

なお、譲渡人より、○○番に無断で農舎を建てていました。今後そういうふうなことがない

ようにするという始末書が添付されております。現地は更地になっております。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員 番号８番を、議席番号〇番の○○が説明いたします。 

  番号８番は、売買により取得し、共同住宅を建築するための申請です。図面は２８、２９ぺ

ージに示しております。 

 申請地の農地区分は、上下水管の埋設されている沿道の区域にあり、５００メートル以内に○

○（医療施設）、○○（医療施設）があるため、第３種農地と判断されると考えます。 

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

また、転用面積は必要最小限のものであり、農地法第５条第２項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。 

またここに書いてあります備考の部分ですが、修正があります。事務局のほうからお願いし

ます。 

○議長 番号８番の事項についての修正があるように報告がありましたが。 

○委員 こちら言いましょうか。 

○事務局 お願いします。 

○委員 自己資金で○○円になっておりますが、これが一部○○円は、借入金で賄うと、そうい

うことです。全額自己資金って書いてありますが、修正をお願いします。 

○議長 議案書の確認をしておりますので、一旦休憩いたします。 

 

（休憩） 
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（再開） 

 

○議長 再開します。事務局より、備考について、修正等の確認をお願いします。 

○事務局 すみません。事務局でございます。 

  大変失礼いたしました。この案件につきまして、備考欄、事業費としては○○円ということ

になってございます。その内全額自己資金ということで挙げさしていただいておったんですけ

れども、内訳としまして今御説明いただきましたように、このうち借入金が、○○円。結果残

りの部分が自己資金となりますので、自己資金が○○円。議案書のほう訂正をよろしくお願い

いたします。失礼いたしました。 

○議長 氷上地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  すみません。順番にいきたいと思いますので、３３ページの番号３番につきまして、質問、

意見等はございませんか。 

○委員 議案書を見ると、○○番の登記上の地目は山林になって、現況が全部田んぼになってま

すけども、山林の分というのは、５条申請が必要ですか。 

○事務局 事務局でございます。御質問ありがとうございます。 

  この御質問いただきました、番号３番、２筆のうち１筆が、登記地目が山林ということだっ

たんですけども、当然にこれ地域委員会等でも議論となってございました。結果、現地確認を

いただきましたら、この２つの筆が一体化されて、完全に農地として利用されておりました。

で、結論的にはやはり現況、現状の活用を見ると農地法の制限下に置かれておるとして申請い

ただいたほうが、後々周辺の方々の御理解もありますんで、問題ないやろうということで、合

わせて転用申請いただいたと、こういった経過でございます。 

  ちなみに、農振除外のときからもこれ、気が付いておったんですけれども、県等にも確認し

ながら、このまま農地として扱いをしていこうと、このようなことでございます。 

○議長 よろしいですか。 

○委員 許可書は山林で出てくるの。 

○事務局 はい。 

○委員 そういうことね。 

○議長 ほか、質問、意見等はございませんか。 

  番号３番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

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

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号３番は、許可相当と意見を付して、進達すべきものと決

定いたします。 

番号４番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号４番について、許可相当と意見を付して、進達することとしてよろしいですか。 
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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、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５番、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５番、番号６番は、許可相当と意見を付して、進達すべ

きものと決定いたします。 

番号７番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

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

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

定いたします。 

番号８番について、質問、意見等はございませんか。 

○委員 これ、共同住宅に○○円の見積りが出とるんですか。 

○委員 もう一回言うて。 

○委員 この分で、土地代金、建物代金等で、先ほどのお話で、事業資金○○円の見積りが出と

ると。えらい高いなと思って。 

○委員 この建物につきましては、一般的に１Ｋとか１Ｌ、１部屋のほうは、１階で、２階が２

ＬＤＫみたいな感じで、階段の部分が圧縮されますんで、若干広いというのと、土地代金がそ

こそこ上ってきてる。 

それとですが、先ほども御指摘ありましたけども、隣に駐車場ができますので、この擁壁に

ついては両者で今検討中っていうことです。 

けど１部屋に○○円ちょいかかりますんで、１０部屋で○○円、それに外構や造成費用、消

費税が入ったら妥当であろうということで、確認しております。 

不動産屋さんというのは、アパートの賃貸業で、そういう形の不動産等を行っている。 

○議長 ２階建てで、５軒。 

○委員 はい。 

○議長 駐車場もそれに見合う規模の駐車場を持たれると。 

○委員 そう。 

○議長 よろしいですか。 

  ほか、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。 
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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確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号９番を、議席番号〇番の○○が説明します。 

  番号９番は売買により、自己の住宅用地として取得し、一般住宅と作業場を建設するための

申請です。図面は３９、４０ページに示しています。 

  申請地の農地区分は、街区の面積に占める宅地面積の割合が４０パーセントを超えているた

め、第３種農地と判断されると考えます。 

  ４０ページの配置図を見てください。 

  ○○とか社用車、駐車場の隣なんですけども、この件は、○○会社に勤務されているため、

現場から直接○○等で、昼食を食べに帰ったり、朝早く遠い現場に行くときは、直接家から出

ていくので、駐車場が必要と聞いています。 

  で、作業場は、○○を志望されていたため、その技術を生かして、鉄道の駅舎や会社の事務

所等の壁画などが書かれ、○○（公共施設）で親子の似顔絵を描くイベントを計画されたり、

会社から看板等を頼まれることもあるので、加工する木材や足場に使う単管パイプ等の資材、

４メートルから５メートルなどの保管場所となると聞いています。 

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

また、転用面積は必要最小限のものであり、農地法第５条第２項の各号には該当せず、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１０番を、議席番号〇番の○○が説明します。 

  番号１０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４１、４２ペ

ージに示しています。 

  申請地の農地区分は、１月の定例総会で農用地区域からの除外申請を審議していただいた農

地で、街区の面積に占める宅地面積の割合が４０パーセントを超えているため、第３種農地と

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。 

（「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） 
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○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。 

  一旦休憩をします。 

 

（休憩） 

 

（再開） 

 

○議長 再開いたします。 

  ４３ページ、議案第３号、農地法第５条の規定による農地等の賃貸借権設定許可承認申請に

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、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、議席番号〇番の○○が説明します。 

  番号１番は、譲受人が露天駐車場を新たに整備するための、譲渡人と譲受人との間で賃貸借

権を設定する申請です。図面は、４４ページに示しております。 

４４ページを見てもらいましたら、○○さんの本社があり、左側に新たに露天駐車場をした

いということです。北側の上のほうに水路があり、そちらのほうへ雨水が流れていくというこ

とでございます。 

  現地を確認したところ、申請地の農地区分は、○○（公共施設）からおおむね５００メート

ル以内の農地のため、第２種農地と判断されると考えます。 

  隣接所有者、地元等の同意も得られ、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） 



 - 26 - 

○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。 

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３号、番号２番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  山南地域委員会から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○○が説明いたします。 

  番号２番は、借受人が製品倉庫として利用するため、自分の農地を会社と賃貸借権設定し、

転用するための申請です。図面は４５、４６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に該当

するため、第２種農地と判断されると考えます。 

  現地への進入路としては、大型車の出入りが困難なため、隣接する西側の雑種地の一部から

通行する予定です。雑種地の所有者の承諾書も添付がされております。また賃貸借契約書も添

付されております。 

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 山南地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号２番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  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、４７ページ、同じく第５条の規定による、農地等の使用貸借権設定許可申請承

認についてを議題といたします。 

  事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第３号、使用貸借権設定、番号１番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  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、議席番号〇番の○○が説明いたします。 

  番号１番は、譲受人が、露天駐車場・露天資材置場等を設置する目的での申請です。図面は

４８ページに示しております。 

  申請地は、住宅等が連たんする地域に近接はいたしておりますが、土地改良事業の受益地で

あるため、第１種農地と考えております。 

  農地法施行規則第３３条第４項、周辺の地域において居住する者の日常生活上必要な施設で

ありますので、第１種農地の例外的許可事由に該当すると考えます。 

  また、周辺で代替地を探しておりましたが、適当な土地がなかったため、今回の申請となり
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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考えます。 

  使用賃貸借契約書案も添付されております。 

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

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長 青垣地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号１番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  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、春日地域の案件について、事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第３号、使用貸借権設定、番号２番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  春日地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号２番を、議席番号〇番の○○が説明します。 

  番号２番は、譲受人が親子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４９ページに示しております。 

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

未満のため、第２種農地と判断されると考えます。 

  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 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。 

 

～ 議案第４号 番号１番～番号７番 ～ 

 

○議長 続きまして、５０ページ、議案第４号、非農地証明願承認についてを議題といたします。 
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  事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第４号、番号１番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  柏原地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号１番を、議席番号〇番の〇〇が説明します。 

  番号１番は、地目変更のための非農地証明願です。地図は５３ページに示しています。 

  ５月１４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。 

  地目変更登記ができたときには、住宅建設を予定していると聞いています。 

  農地でなくなった時期は平成１２年で、地元自治会長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。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長 柏原地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号１番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  続きまして、氷上地域の案件について、事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第４号、番号２番～番号４番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  氷上地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号２番、番号３番を、議席番号〇番の○○が説明いたします。 

  番号２番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は５４ページに示しています。 

  ５月１３日に現地を確認したところ、住宅の車庫になっており、農地への復旧は困難で、周

囲の状況から見ても、非農地と判断しても、特段影響がないと見込まれます。 

  また農地でなくなった時期は、昭和４６年頃からで、地元自治会と隣接者の証明もあり、平

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

しては、証明することに問題はないと考えています。 

  なお、申請人が自治会長のため、副自治会長の証明が添付されています。 

  番号３番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は５５ページに示しています。 

５月１３日に現地を確認したところ、車庫になっており、農地への復旧は困難で、周囲の状

況から見て、非農地と判断しても特段に影響がないと見込まれます。 

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

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

しては証明することに問題ないと考えております。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 
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○委員 番号４番を、議席番号〇番の○○が説明いたします。 

番号４番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は５６ページに示しています。 

  ５月１３日に確認しましたところ、現地は工場等の跡地となっており、農地への復旧は困難

であり、周囲の状況から見て、非農地と判断しても、特段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５３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はないと考えます。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 氷上地域委員会からの確認報告が終わりました。 

番号２番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号２番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

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。 

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。 

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４号、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５番を、議席番号〇番の○○が説明をいたします。 

  番号５番は、地目変更のための非農地証明願です。 

５月１３日に現地を確認しましたところ、倉庫が２棟ありまして、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。 

地図は５７ページに示しております。 

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、よろしくお願いします。 
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○議長 青垣地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号５番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号５番について、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。 

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４号、番号６番、番号７番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

春日地域委員会からの確認報告ですが、まず番号６番についてのみ、お願いいたします。 

○委員 番号６番を、議席番号〇番の○○が説明します。 

  番号５番は、地目変更のための非農地証明願で、図面は５８ページに示しております。 

５月１４日に確認したところ、現地は物置、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、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、よろしくお願いします。 

○議長 番号６番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号６番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  番号７番ですが、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７番について、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７番を、議席番号〇番の○○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５９ページに示しております。 

５月１４日に現地を確認したところ、現地は既に埋め立てをしており、宅地と道路となって

おりまして、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。 

図面で言いますと、５２ページの議案書の４筆あるんですが、上から３つ目だけが道路の状

態でして、後は雑種地の状態です。宅地跡で雑種地の状態です。 

農地でなくなった時期は、平成１３年４月頃で、地元自治会と隣接者の証明もあり、平成２

１年１２月２４日付非農地証明の取り扱いについての第４に該当するため、地域委員会として
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は、証明することに問題ないと考えております。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 春日地域委員会からの確認報告が終わりました。 

番号７番について、質問、意見等はございませんか。 

○委員 教えてください。 

  現況地目が雑種地で、利用状況が宅地と、宅地っていうたら何か建物が建っとんのかなと思

うんですけど、この利用状況と現況地目の議案書、これ違うのはどういうことなのか。 

○委員 あ、すみません。家は建っておりません。で、現況は雑種地、いわゆる埋立てて更地と

言いますか、平坦な土地になっている状態です。私は宅地と言いましたけど、まあいわば雑種

地です。 

○委員 利用状況としては、宅地ではないということですね。 

○委員 宅地ではないですね。何にも建てておりませんし。埋めてそのままの状態です。 

更地ですね。雑種地と議案書には挙がっとるんですけど、まあ宅地という変更しても差しさわ

りはないと思いますね。 

○議長 現況地目と利用状況について、整合性がないということで、御質問いただきました。再

度、確認をしますので、一旦休憩します。 

 

（休憩） 

 

（再開） 

 

○議長 すみません。再開いたします。 

  春日地域委員会から再度、利用状況についての詳しい説明をお願いします。 

○委員 この議案書の利用状況の前に、宅地及び道路になっております、まさしくこのとおりで

して、現場は宅枡を配置されておりまして、宅地の状態ということです。ですから、現況地目

の欄は宅地としていただいたら、整合性がとれる。上から３番目のほうは、道路、進入路とな

っております。 

○議長 春日地域委員会からはこのように確認したということで。議案書の訂正をお願いします。 

  事務局説明をお願いします。 

○事務局 失礼いたします。事務局でございます。 

  大変申し訳ございません。議案書の訂正になります。番号７番、４筆ございますが、一番上、

○○番〇、○○番〇、○○番〇につきましては、雑種地から宅地に訂正を願いたいと思います。 

  ちなみに３段目につきましては、私道という形で使われておりますので雑種地、それ以外は

宅地ということで、訂正をよろしくお願いいたします。 

  失礼いたしました。 

○議長 議案書の訂正がございました。そのようにお願いいたします。 

  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。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号７番は、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） 

 

～ 議案第５号 番号１番～番号２番 ～ 

 

○議長 ６０ページ、議案第５号、地籍調査事業における農地の転用事実に関する回答について

を議題といたします。 

  事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第５号、別冊朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

番号１番について、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、議席番号〇番の○○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、６７筆について、現況照会されているもので

５月１４日の柏原地域委員会で現地調査したところ、現況は公衆用道路、雑種地、宅地等、全

て照会ど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。 

  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、柏原地域の分につきまして、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５号の番号１番、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５号の番号１番、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。 

  番号２番について、山南地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 ５月１２日の地域委員会で確認いたしました。その中で、○○集落の畑の１筆通し番号

３３番が、別段の面積の件で入っておりますので、宅地となっておりますが、農地として取り

扱うほうがいいんじゃないかと思っております。○○集落のほうは、９１筆あるんですがその

ほうはそのとおりだと思いました。 

○議長 山南地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  通し番号３３番が「宅地」となっておりますが、これが別段面積設定農地に該当してござい

ますので、その分を畑ということで、回答をしたいという内容での確認をいただいております。 

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。 



 - 33 - 

  議案第５号の番号２番、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、通し

番号３３番については畑ということで、それ以外は照会のとおりということで、取り扱うこと

にしたいと思いますが、それで異議がございませんですか。 

（「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、番号２番、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は、通し番号３３番についてのみ畑と回答し、ほかにつきましては照

会のとおりということで、取り扱うことに異議がないと回答いたします。 

 

～ 議案第６号 ～ 

 

○議長 続きまして、議案第６号、農用地利用集積計画の決定についてを議題といたします。 

事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第６号朗読。 

○議長 それでは、柏原地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 ５月１４日の地域委員会において、番号１番から番号１６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 柏原地域委員会からの確認報告が終わりました。 

質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

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

異議がないと回答することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

照会のとおり決定することに、異議がないと回答いたします。 

  次に氷上地域ですが、農業委員会等に関する法律第３１条に該当する方がいらっしゃいます

ので、退席をお願いいたします。 

 

（該当委員退席） 

 

○議長 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１７番から番号６１番まで、５月１３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。 

○議長 氷上地域委員会からの確認報告が終わりました。 

質問、意見等はございませんか。 

（「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、採決を採ります。 

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

異議がないと回答することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

照会のとおり決定することに、異議がないと回答いたします。 

  復席をお願いいたします。 

 

（該当委員復席） 

 

○議長 次に青垣地域ですが、農業委員会等に関する法律第３１条に該当する方がいらっしゃい

ますので、退席をお願いいたします。 

 

（該当委員退席） 

 

○議長 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６２番から番号８９番まで、５月１３日の青垣地域委員会で確認をさせていただき

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

ございません。 

○議長 青垣地域委員会からの確認報告が終わりました。 

質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

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

異議がないと回答することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

照会のとおり決定することに、異議がないと回答いたします。 

  復席をお願いいたします。 

 

（該当委員復席） 

 

○議長 次に、春日地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 ５月１４日の地域委員会で、番号９０番から番号１３０番まで確認しました。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など、農業経営基盤強化促進法第１８条第

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

○議長 春日地域委員会からの確認報告が終わりました。 

質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 
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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。 

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

異議がないと回答することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

照会のとおり決定することに、異議がないと回答いたします。 

  山南地域委員会からの確認報告ですが、農業委員会等に関する法律第３１条に該当する方が

いらっしゃいますので、退席をお願いいたします。 

 

（該当委員退席） 

 

○議長 それでは、山南地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 ５月１２日の地域委員会におきまして、番号１３１番から番号１５５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、決定することに意見はありま

せん。 

○議長 山南地域委員会からの確認報告が終わりました。 

質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

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

異議がないと回答することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

照会のとおり決定することに、異議がないと回答いたします。 

  復席をお願いいたします。 

 

（該当委員復席） 

 

○議長 市島地域委員会についても、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 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確認報告をいたします。 

５月１２日に、番号１５６番から番号１８３番まで確認いたしました。その中で、番号１６

７番から番号１７０番については、いわゆる仲よしグループで木耳を生産されるようでござい

ます。 

その中で、番号１７０番の耕作者は、番号１６８番の耕作者のお宅に同居して、生産作業に
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当たるというように聞いております。 

なお、番号１８０番につきましては、所有者と耕作者は親戚関係の中での設定でございます。 

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

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

ありません。 

○議長 市島地域委員会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。 

  復席をお願いいたします。 

 

（該当委員復席） 

 

～ 報告第１号 番号１番～番号３番 ～ 

 

○議長 続きまして６２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。 

氷上地域委員会から補足することはございませんか。 

○委員 番号１番を、議席番号〇番の○○が補足説明をします。図面は、６４ページに示してい

ます。 

  番号１番は、雑草防止のため、畦をコンクリートにされました。ただし、許可なく形状変更

されているので、始末書がつけられています。その始末書を朗読します。 

  丹波市農業委員会会長、岸本好量様。今回、○○町○○字○○○○番の田について、コンク

リート畦畔を設置するため、形状変更の届出をします。本来、農地の形状変更を行う際には、

事前に農地法の届出をしてから行うものですが、その手続が必要なことを知らなかったため、

無断で工事を行ってしまいました。今後は農地法を遵守し、今回のような形状変更をする際は、

必要な手続等について、十分に確認しながら行いますので、受理いただきますようよろしくお

願いします。 

このことにつきまして、地元自治会長をはじめ、農会長、水利組合長、隣接所有者の同意も

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。 

○議長 氷上地域委員会からの補足説明が終わりました。 

質問等はございませんか。 
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（「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１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、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１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。 

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 番号２番につきましては、６５ページに図面をつけております。４筆の農地を畦畔の撤

去ということで、２枚の田んぼにするということで、この届が出ております。 

  番号３番は、かさ上げということで、始末書が出ておりますので、朗読をもって、報告して

おきます。 

  このたびは、私が所有する○○市○○町○字○○○○番の土地について、農地の形状変更に

ついて届出が必要であることを知らずに、かさ上げに着手しました。今後はこのようなことの

ないよう注意しますので、今回の届出について、受理をお願い申しあげます。との始末書です。 

○議長 青垣地域委員会からの補足説明が終わりました。 

  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、番号２番について、形状変更届について御承知おきくださ

い。 

  番号３番について、質問、意見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、番号３番、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 ～ 

 

○議長 続きまして、６７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１番の農地法施行規則該当転用届について、補足いたします。 

  今回申請人が相続をしようとしたところ、現地に農業用倉庫が建っていることが判明したた

め、今回の申請になりました。５月１４日に現地を確認したところ、現地の一部に農業用倉庫

が建っており、それらも申請人が相続して、農業用倉庫として利用するということです。 

  また経過書が添付されておりますので、朗読します。 

  経過書。届出にありました農業用倉庫は、私が物心ついたときには既に存在しておりました。

恐らく父が１９６１年の台風後に建設したものです。 

今後は、農地法を遵守し、手続を行いますので、今回の手続について、こらえていただきま

すようお願いします。 
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  という経過書です。 

  隣接所有者、地元等の同意も得られ、周辺農地への影響はないものと確認しております。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長 春日地域委員会からの補足説明が終わりました。 

  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。 

   

～ 報告第３号 ～ 

 

○議長 続きまして、７０ぺージ。報告第３号、認定電気通信事業者による届出について、事務

局説明をお願いします。 

○事務局 報告第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。 

各地域委員会から、補足することはございませんか。 

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３号、認定電気通信事業者による届出について、御

承知おきください。 

 

～ 報告第４号 ～ 

 

○議長 続きまして、７５ページ、報告第４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４号、番号１番～番号６番、別冊番号１番～番号８番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  氷上地域委員会から補足することはございませんか。 

○委員 特にございません。このとおりです。 

○議長 ２件の内容につきまして、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４号、公共工事の届出について、御承知おきくださ

い。 

  これで、全ての議事が終了しました。 

  委員さんから何かありますか。 

○委員 すみません。議席番号〇番の○○です。 

  例の途中であった、通作距離というか。 

未だにこれが問題がないけど、もしもそういう担い手の方に、できるだけすんなりとお渡し

というか、移転できるような形やったら、もうちょっとずつでも上に一回もんでもろていいん

で、そういう担い手さんにスムーズに、これだけ車社会が発達してますので、移動もしやすい
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んで、あえて数字を入れないとかいう形、１５キロとか３０キロとか、もしそういう担い手さ

んが動きやすい、活動しやすいような環境を規約面というか、していただければなというのは

思いました。 

○委員 すみません。私も勉強不足で、教えてほしいんですけど、今回のような畦畔の撤去、形

状変更で、２つ同じ耕作者やけど、利用権設定してると。隣り合わせの農地を。それで、１つ

は１０アール、１つは１０アールで小さいんで、畦畔を撤去しようと思って。地権者が違って

る場合は、２つの地権者のあれ出さなあかんのかな。どうなん。 

○事務局 すみません、事務局でございます。 

  そこはやはりケース・バイ・ケースになると思うんです。２つの農地の間の畦畔の分なんで

すけど、ちょうど畦畔の真ん中がね、境ですよということで、撤去するのであれば、右の田ん

ぼも左の田んぼも工事するという方が、両方から出していただくことになります。いや、そう

じゃない、この地域はもう全部山際から順番に畦畔を上から上からということであれば、片方

の農地だけになります。当然、所有者の同意はいるのですけども、なので、字限図と合わせて

いただきながら、実際にいらう農地の分について、届は出していただくことになると。このよ

うに理解をいただいたら一番いいのかなと思います。 

  よろしくお願いします。 

○議長 よろしいですか。農地の字限図と合わせていただいて、実際にさわる農地で届を出して

ください。 

○委員 地目照会の件で、前のときも言うたんですけど、１７０筆が出とるんですね。明らかに

道は道いうのは分かっとるはずやから、それを外した中で、これと１０件もないですわ。１０

件ほどだけこれを見てほしいということを、するようにしてもらえませんか。こんな１５０も

７０も１件当たり５，０００円ほどくれるんやったらいいけど、こんなばかなことないですよ。

責任は持って、責任転嫁しよるのはわかっとる。そりゃ明らかに道になっとるとこが道で出し

てもろたらいいんですけどね。そのうちのこことここは特に調査してほしいいうのを、地籍の

ほうから言っていただいたほうがきっちり見れるんじゃないかと思いますんで、後のほう、よ

ろしくお願いしますわ。 

○議長 丹波市の地籍係からということでございますので、できるだけ提案いただいたような。 

○委員 例えば非農地証明やったら、隣接証明と自治会長の判子要るじゃないですか。もしこん

なんでも例えば地籍調査で、地域の推進委員さんが必ずおって、一緒に回っとってやと思うん

ですけどね。もし何か「この日程でいきます」みたいなん書いてもうてもいいんかなと思った

りもします。やっぱり非農地証明は、隣接の判子と自治会長に諮る訳やけど、多分これ地域の

同意なく出てくると思うんです。山林等もありましたけど、恐らく第三者とすることを、地籍

調査を推進委員さんみたいなんが必ずいらっしゃる、一緒について回っとってやろうから、そ

の辺で、こう担保というか２０年以上そういう状態かどうかいうのは、多分地籍調査担当しと

る職員も、業者さんも分からないと思うんですよね。唯一分かるとすると、その当事者が、ま

たはその第三者であれば自治会の担当者の方。もしもらえるんやったら、そういうのをもうと

いたら、僕らも安心です。 

僕も森林組合で山林回っとるというとこあったんですけど、多分そういうのがあったら、写

真と一緒に全部回りましたが、もらえるんやったら、その担保というか。１件１件出してくれ

る非農地と類似しますんで、もしそういうことがついでに○○委員の意見も可能やったら、調
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査員にも推進委員さんにもお願いできたらいいかなと思う。 

○議長 ありがとうございます。できるだけ合理化できるように進めていきたいと思います。 

こちらとしては意見を求められとるという立場上、何かそういう判断をせないかんというの

が議案になっておりますので、まあできるだけ合理的にできるように、意見を申し上げて、進

めていきたいと思っています。よろしくお願いします。 

  すみません。ほかよろしいですか。 

  時間も押しておりますが、今日いろいろとございまして、特に農地所有適格法人につきまし

て御意見いただいたように、それをどう判断するか。基準というか、その辺を明確にしてお示

しをしたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

  また御意見いただきました通作距離についての定義を明確にしたらどうかという点もござい

ますので、それも併せて、運営委員会等で話をしたいと思いますので、よろしくお願いをいた

します。 

  それから議案の訂正とかいろいろございました。それまた事務局等も一緒に、もう少し慎重

に上程ができるようにしていきたいと思います。 

  事務局からの連絡事項をお願いします。 

○事務局 失礼いたします。事務局でございます。 

２件、連絡事項お願いしたいと思います。 

  １件目ですけども、既に該当の委員さんには連絡しておりますが、５月２７日の木曜日に、

昨年提出しました意見書に対する市長からの回答ということで、懇談会の日程を設定しており

ます。令和２年度の施策検討委員会委員さん、それから三役さんですけども、出席をお願いし

ます。 

会場はここで、時間は午前１０時３０分開会ということになっておりますので、出席をお願

いします。 

  ２点目ですけども、申請書の副本です。副本を必ずご提出いただきたいと思います。 

○議長 これで第２回定例総会を終了します。 

 

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５月２５日 

 

            議           長              ○印  

 

 

            議事録署名委員（２３番委員）             ○印  

 

 

            議事録署名委員（２４番委員）             ○印  


