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令和３年度 第３回定例総会議事録 

  

１．日 時  令和３年６月２５日 午後１時３０分 

２．場 所  丹波市立春日住民センター大会議室 

３．出席者 

○農業委員 （２３名） 

（柏原地域） １番 古倉 一郎  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 農地の一時利用の届出について 

  報告第 ２ 号 農地の形状変更届について 

  報告第 ３ 号 農地法施行規則該当転用届について 

  報告第 ４ 号 認定電気通信事業者による届出について 

  報告第 ５ 号 公共工事の届出について 

 

     

５．閉会 
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１． 開会 

○議長 定刻よりやや早いですが、皆さんお集まりですので、会議を開催したいと思います。 

令和３年度丹波市農業委員会第３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、７番の山本浩子委員から欠席届が提出されて

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。 

  併せまして、議案書の訂正をお願いしたいと思います。 

  議案書５ページを御覧ください。５ページ、１７番、一番下の段でございます。当該案件、

５筆ありますけれども、下から２番目、〇〇番、面積〇〇平米あるのですが、そのうちの現況

地目が「田」とありますが、その横に「・雑種地」を追記願います。 

  併せましてもう１点、５３ページでございます。図面です。お手元に１枚ものの図面の資料

５３ページをお配りさせていただいています。議案書の中では、３筆中〇番〇と〇番の間のこ

の農地の境界線がちょっと消えてしまっておりました。境界線を書き加えたものを改めてお配

りさせていただいております。こちらのほうの図面に差し替えということで、よろしくお願い

したいと思います。 

  以上２点、訂正をさせていただきます。大変失礼いたしました。 

 

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。 

  議席番号１番、古倉委員、議席番号２番、矢本委員、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～番号１８番 ～ 

～ 議案第１号 賃貸借権設定 番号１番 ～ 

～ 議案第１号 使用貸借権設定 番号１番 ～ 

～ 報告第１号 番号３番 ～ 

 

○議長 日程４番、議事に入ります。 

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

  事務局説明をお願いします。 
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○事務局 議案第１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、番号２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、７ページに地図

をつけています。 

  先月、この周辺農地を同じ譲受人が取得したところでございます。その中に、譲渡人の土地

が、小さいものですが存在することが判明し、○○を入れて所有者を探し出し、今回の申請に

至ったと聞いています。 

  申請書には、○○の継承法人の登記から、その代表者の登記、現在の継承者が誰か、昔から

の流れが分かる登記も添付されています。 

  またこの農地は、先月許可になった農地の一部で、畔もなく一体として利用する以外にない

農地となっています。 

  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。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

  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。 

  この申請書を預かった時点で、気になったことがあったので、直接申請者にお尋ねした点を

報告いたします。 

  まず譲受人と譲渡人が同じ名字ですので、関係をお聞きしました。全くの他人ということで

した。 

次にこの近くで、既に譲受人が所有されている農地があるわけですが、その農地は利用権設

定で、地元の人に貸されています。今回の農地について、自ら耕作するのかどうか、ちょっと

不安がありましたので、お尋ねをいたしました。それについては、間違いなく自分で作るとい

う回答を得ています。 

  次に、この地域ではブロックローテーションで転作が行われています。申請書を見ると、５

年計画が全部水稲になっておりました。ローテーションが回ってきたときに転作に協力するの

かどうかという点をお聞きしたところ、周辺が転作のときには、全面的に協力するとはっきり

回答を得ました。ただ今年については、話になった時期からしても仕方ないとは思いますが、

保全管理をされます。田植えが間に合わなかったというふうに聞いております。 

  現場を確認しましたところ、畔は全部きれいに草刈りがされていまして、田んぼの中の草刈

りが、半分から３分の２程度は終わっておりましたので、保全管理についてはされるものとい

うふうに考えております。 

 地域委員会としては、農地法第３条第２項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。 
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  番号１番について、質問、意見等はございませんか。 

 （「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  番号２番について、質問、意見等はございませんか。 

 （「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

番号２番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  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３番～番号６番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  氷上地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○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、申請人が○○の○○の関係です。譲受人は○○の〇から農地を取得して経営規

模を拡大したいというものでございます。図面は９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、よろしくお願いいたします。 

○委員 番号４番、番号５番、番号６番を、議席番号〇番の○○が説明いたします。 

  番号４番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、図面は１１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。 

  また、誓約書が添付されております。誓約書の内容につきましては、畑２筆において、○○

が建っており、それについて、非農地証明願を近日中に出すというものでございます。 

  続きまして、番号５番を説明いたします。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、図面は１２ページに示しております。 

  申請者は、先月○○として認められた者です。 

  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。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 すいません。○○委員、番号３番、番号４番、番号５番だけ先に審議しますので、そこ
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で止めてください。 

○委員 はい、分かりました。 

○議長 それでは、番号３番、番号４番、番号５番だけ先に審議します。番号６番については、

農業委員会等に関する法律第３１条に該当する方がおられますので、後ほど報告いただきます。 

  まず氷上地域員会からの報告がありました番号３番につきまして、質問、意見等はございま

せんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 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。 

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

退席をお願いいたします。 

 

（該当委員退席） 

 

○議長 番号６番について、氷上地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号６番を、議席番号〇番の○○が説明いたします。 

  番号６番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、図面は１３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。 



 - 6 - 

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。 

  復席をお願いいたします。 

 

（該当委員復席） 

 

○議長 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７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７番を、議席番号〇番の○○が説明いたします。 

  番号７番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、図面は１４ペ

ージに示しております。 

  地域委員会といたしましては、農地法第３条第２項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

を確認いたしました。 

  よろしく御審議のほどお願いいたします。 

○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。 

  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８番～番号１４番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

春日地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号８番及び番号９番を、議席番号〇番の○○が説明いたします。 

  この場所につきましては、１５ページの図面にあります。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ございます。 

  地域委員会としましては、農地法第３条第２項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。この３筆につきましては、全て野菜を作りたいということでございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員 番号１０番を議席番号〇番の○○が説明します。 

  番号１０番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、図面は１６

ページ、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。 

  現在、市営住宅にお住まいですが、１６ページ、１７ページにあるように、真ん中に古民家

が残されています。その家をできるだけ早く購入して、そこを中心として、活動したいという

ことでございます。 

少量多品目の野菜を作りたいということです。野菜の栽培経験は、夫婦ともに７年ございま

すので、頑張っていただきたいと思っております。 

  御審議のほど、よろしくお願いしたいと思います。 

  続きまして番号１１番を、議席番号〇番の○○が説明します。 

 番号１１番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、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 続きまして番号１２番を、議席番号〇番の○○が説明いたします。 

  番号１２番は、贈与によって農地を取得し、経営規模を拡大したいというもので、１９ペー

ジに図面があります。 

  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

おります。 

  次に番号１３番を、議席番号〇番の○○が説明いたします。 

番号１３番は、売買によって農地を取得し、経営規模を拡大したいというもので、２０ペー

ジに地図をつけております。 

  斜線が入っている申請地の右隣が白い空白になっておりますが、そこは宅地となっておりま

す。今回はこの両方を同時に購入するということで、農地を取得し、経営規模を拡大したいと

いうものであります。 

  地域委員会としては、農地法第３条第２項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。 

  先ほど説明しました隣の宅地には、○○が家を建てて、一緒に農業をしたいということでご

ざいます。 

  次に番号１４番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号１４番は、贈与によって農地を取得し、経営規模を拡大したいというもので、２１ペー

ジに地図をつけています。 

  申請人は、この農地のすぐ左側に住まれております。 

  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、申請地は農用地区域外であります。 
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  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。 

○委員 譲受人は、団地に住んでおられるみたいですが、農機具なんかは譲渡人から譲受けられ

るのですか。 

○委員 現在、○○地区に倉庫を借りておられ、そこにトラクターとか、管理機とか持っておら

れます。いずれは○○のほうへ移り、それを持っていきたいということです。 

○委員 はい、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） 

○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。 

（「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。 

  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） 
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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１３番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

番号１４番について、質問、意見等はございませんか。 

（「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１６番、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。 

山南地域委員会からの確認報告ですが、まず番号１５番についてのみ、報告をお願いいたし

ます。 

○委員 番号１５番を、議席番号〇番の○○が説明をいたします。 

  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２２

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。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長 番号１５番について、確認報告が終わりました。まず番号１５番を審議したいと思いま

す。 

番号１５番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１５番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  次に、番号１６番ですが、農業委員会等に関する法律第３１条に該当する方がいらっしゃい

ますので、退席をお願いいたします。 

 

（該当委員退席） 

 

○議長 この番号１６番と、先ほど説明のありました３１ページの番号１番を、下限面積の関係

で併議とさせていただきます。 

  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 番号１６番を、議席番号〇番の○○が説明いたします。 

  番号１６番は、農地を売買により取得し、農業経営を開始したいというものです。図面は２
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３ページ、２４ページに示しております。 

  また、３１ページの番号１番は、農地を借り受け、農業経営を開始したいというもので、図

面は２４ページに示しております。譲受人と譲渡人の住所が一緒なのは、既に譲受人が譲渡人

の居宅を購入済みでございまして、住所を移されているためです。 

新規就農ということで、夫婦２人でやられるのですが、農機具は譲渡人から譲り受ける予定

でございます。耕作する内容といたしましては、１筆は○○、後は○○を作られる予定でござ

います。 

  地域委員会といたしましては、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１６番及び３１ページの番号１番につきまして、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１６番及び３１ページの番号１番につきまして、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１６番及び３１ページの番号１番について、許可すべき

ものと決定いたします。 

  復席をお願いいたします。 

 

（該当委員復席） 

 

○議長 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１７番、番号１８番、報告第３号、番号３番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  市島地域委員会からの確認報告ですが、まず番号１７番について、農業委員会等に関する法

律第３１条に該当する方がいらっしゃいますので、退席をお願いいたします。 

 

（該当委員退席） 

 

○議長 番号１７番について、また関連の７１ページ、番号３番につきまして、市島地域委員会

からの確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号１７番を、議席番号〇番の○○が説明します。 

  番号１７番は、農地を売買により取得し、経営を開始したいというもので、図面は２５ペー

ジ、２６ページ、２７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

います。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 
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  ７１ページの２アール未満の届、番号３番ですが、これは無届けで、○○及○○、転用の時

期は、工事着工完成年月日は昭和○○年頃に建造したもので、譲り受けるに当たり、適法に届

出し、使用したいという経過書が添付されています。 

○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。 

  また関連で、７１ページの番号３番につきましては、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 番号１８番につきまして、市島地域委員会から報告をお願いします。 

○委員 番号１８番を、議席番号〇番の○○が説明します。 

  番号１８番は、売買により農地を取得し、経営規模を拡大したいというもので、図面は２８

ページに示しております。 

  地域委員会としては、農地法第３条第２項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 市島地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号１８番について、質問、意見等はございませんか。 

（「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、２９ページ、農地法第３条の規定による農地等の賃貸借権設定許可申請承認について

を議題といたします。 

  事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第１号、賃貸借権設定、番号１番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  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、議席番号〇番、○○が説明します。 

  番号１番は、賃貸借権を設定し、経営規模を拡大したいというもので、図面は３０ページで

す。 

  地域委員会としては、農地法第３条第２項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

います。 

  よろしくお願いします。 

○議長 市島地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号１番について、質問、意見等はございませんか。 

○委員 譲受人が丹波市長なんですが、何の目的でどういうふうにして経営されるんですかね。 

○委員 農の学校です。 

○委員 農の学校ですか。わかりました。 

○議長 ほかに質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

番号１番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

 

～ 議案第２号 番号１番 ～ 

 

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

事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第２号、番号１番朗読。 

○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、かさ上げによる土地改良を目的とした一時転用の申請です。ここで、○○（果

樹）１８３本を植える計画です。図面は３４ページに示しております。 

  申請地の農地区分が農用地区域内にあるため、丹波市長からの農地として利用するための一

時的な転用であり、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

れがないという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、農地に復元されることも確実であり、農地法第４条第６項各号には該当せず、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。 

大規模案件につき、会長及び両副会長、隣接の氷上地域委員長に、６月１７日に現地確認い

ただきました。 

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。大規模案件ですので、隣接する氷上地

域委員会からの確認報告をお願いいたします。 

○委員 ６月１７日に確認をいたしました。段差が大きい農地で、法面も高くなりますが、周囲

も果樹等が植栽されており、特に問題はない様子でした。大変農業に精力的な取組みをされて

おられるようで、特に問題はないと判断しております。 

○議長 氷上地域委員会からの確認報告が終わりました。 
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  番号１番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

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

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

定いたします。 

 

～ 議案第３号 所有権移転 番号１番～番号１３番 ～ 

～ 報告第１号 番号２番 ～ 

 

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

たします。 

事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第３号、番号１番朗読。 

○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、議席番号〇番の○○が説明します。 

  番号１番は、売買により、露天駐車場として利用されるための申請です。図面は３９ページ

に示しています。 

  申請地の農地区分は、おおむね１０ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にある農地

であるため、第１種農地と判断されますが、既存施設の拡張としての転用であるため第１種農

地の不許可の例外事由に該当すると考えます。 

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

す。 

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

も申請内容に問題がないことを確認しております。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長 柏原地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号１番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

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

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

定いたします。 

  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３号、番号２番～番号７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していただきますが、まず番号２番について、農業委員会等
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に関する法律第３１条に該当する方がいらっしゃいますので、退席をお願いいたします。 

 

（該当委員退席） 

 

○議長 まず番号２番についてのみ、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、議席番号〇番の○○が説明いたします。 

  番号２番は、売買により貸露天駐車場として利用するための申請です。図面は４０ページと

４１ページに示しております。 

申請地の農地区分は、１０ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にあるため、第１種

農地と判断されると考えますが、転用する農地が集落に接続していて、住民の日常生活上必要

な施設のため、不許可の例外事由に該当すると考えられます。 

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

また、転用目的は、事業者の〇が農作物直売所を営んでおり、その駐車場として利用するも

ので、農振除外の申出があった農地です。 

申請者と農産物を販売されている〇との間に、土地賃貸借の契約が交わされております。 

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。 

会社の定款等も添付されております。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○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、許可相当と意見を付して、進達することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

定いたします。 

  復席をお願いいたします。 

 

（該当委員復席） 

 

○議長 氷上地域の案件を説明していただきますが、まず番号３番と番号４番について、説明を

お願いいたします。 

○委員 番号３番を、議席番号〇番の○○が説明いたします。 

番号３番は、売買による取得で、利用目的が一般住宅・露天駐車場となっております。地図

は４２ページを御覧ください。 

申請地の農地区分は、第２種農地と判断されると考えております。 

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

この譲渡人、譲受人は、〇と〇の関係となります。面積も合計したら分かりますように、お

よそ２５０平米、必要最小限の形での転用となっております。 
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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。 

４２ページの図面を見ていただいたら、ちょっと黒く濃く塗ってある部分、後ろが農地にな

っておりまして、これが譲渡人の残存する農地となります。その上の北側の黒く塗ってある場

所を進入路として置いておられて、そこから約４メートル幅がございます。そこが農地への進

入路と御理解いただければなと思っております。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

○委員 番号４番を、議席番号〇番の○○が説明します。 

  番号４番は、売買により、太陽光発電設備として利用するための申請です。図面は４３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で、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。 

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

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

も申請内容に問題がないことを確認しています。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長 番号３番、番号４番について確認報告をいただきましたが、番号４番については大規模

案件になるため、現地確認をしておりますので、隣接する柏原地域委員会から確認報告をお願

いいたします。 

○委員 ６月１７日に現地確認いたしました。ちょうど山が集まっているところの間で計画され

ており、また、地域との協定もされています。発電事業者の権利移動もないということを聞い

ておりますので、特に問題ないと考えています。 

○議長 それではまず番号３番について、審議をしたいと思います。 

  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。 

  番号４番について、質問、意見等はございませんか。 

○委員 開発の手続きはどこまで進んでいますか。 

○議長 開発申請をされていると思うのですが、その進捗状況についてはどうですか。 

○委員 川の河川申請と、丹波市に開発申請をされています。 

○議長 事務局、補足があれば。 

○事務局 失礼いたします。事務局でございます。 

  令和２年４月の段階で、既に開発の本協議の申請をされています。担当課に最終確認はしま

すけども、本協議も既に終了しているという状態であろうと考えています。 

○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。 
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（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号４番について、許可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。 

  次に、番号５番、番号６番、番号７番につきまして、氷上地域委員会から説明をお願いしま

す。 

番号６番、番号７番につきましては、併議案件とさせていただきます。 

○委員 番号５番を、議席番号〇番の○○が説明いたします。 

  番号５番は、売買により取得し、一般住宅を建てるための申請です。図面は４４ぺージに示

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面積の割合が４６パーセントになっており

ますので、第３種農地と考えます。 

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

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

も申請内容に問題がないことを確認しております。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

続きまして、番号６番、番号７番を、議席番号〇番の○○が説明いたします。 

番号６番、番号７番の２筆につきまして、売買により取得し、共同住宅を建てるための申請

です。 

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

も申請内容に問題がないことを確認しております。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 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。 

  番号６番、番号７番について、質問、意見等はございませんか。 

○議長 共同住宅は、何部屋でどのぐらいのものを計画しているのですか。 

○委員 下４部屋、上４部屋の８部屋です。軽量鉄骨のスレート葺ということです。合計面積が

○○平米です。 

○議長 番号６番、番号７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６番、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６番、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。 

  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３号、番号８番～番号１２番、報告第１号、番号２番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  春日地域委員会から確認報告をお願いいたします。番号１０番、番号１１番は併議とさせて

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８番を、議席番号〇番の○○が説明いたします。 

  番号８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。図面につきましては、４６、４７ページに示しております。 

  農地種別は、１０ヘクタール以上の集団農地に含まれており、第１種農地と判断されると考

えます。 

  隣接所有者、地元等の同意も得られ、特に周辺農地の営農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項各号には該当せず、いずれ

も申請内容に問題がないことを確認しております。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

  次に番号９番でございます。議席番号〇番の○○が説明させていただきます。 

  この場所につきましても、売買によって、露天駐車場として利用したいということです。図

面は４８ページ、４９ページに示しています。 

  隣接所有者、また地元の同意も得られております。周辺農地の営農への支障はないと思われ

ます。 

農地の種別は、この辺は住宅等が連たんする地域に隣接しており、１０ヘクタール未満の集

団規模に含まれる農地のため、第２種農地と考えています。 

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

内容に問題がないことを確認しております。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

○委員 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、売買により太陽光発電設備として利用するための申請でございます。図面は

１８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。 

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

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

も申請内容に問題がないことを確認しております。 
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御審議のほど、よろしくお願いします。 

続きまして、番号１１番を、議席番号〇番の○〇が説明します。 

番号１１番は、売買により太陽光発電設備として利用するための申請です。図面は１８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。 

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、転用面積も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。 

続きまして、一時利用の番号２番を、議席番号〇番の○○が説明します。 

番号２番は、太陽光発電設備設置のための工事進入路として利用する一時利用の申請でござ

います。図面は１８ページに示しております。 

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

また、工事終了後、農地に復元されることも確実であり、農地法第４条第６項各号には該当

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。 

○委員 次に番号１２番を、議席番号〇番の○○が説明いたします。 

番号１２番は、売買により取得し、一般住宅を建築するための申請です。図面は５０ページ

にあります。 

  申請地の農地区分は、インターチェンジ出入口から３００メートル以内に位置するため、第

３種農地と判断されます。 

隣接所有者、地元等の同意も得られ、周辺農地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、雨水排水についても、隣接する既存排水路へ排

出されます。 

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

がないことを確認しております。 

なお、譲受人と譲渡人の関係は、〇と〇の関係でありますが、土地は売買ということでの申

請になっており、資金証明等も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。 

○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８番について、質問、意見等はございませんか。   

○委員 ちょっと尋ねますけども、この４６ページと４７ページの図面を見てなんですけども、

４７ページのほうの図面だけを見ますと、ここに載っております倉庫・事務所、それから倉

庫・作業所、それから今回の申請案件、これがまあ同一の方の持ち物というふうに理解できる

ような図面になっているのですけども、上の図面を、４６ページの図面を見ていくと、倉庫・

事務所が、○○の所有地のような感じになっておりまして、ちょっとこの辺の関係が、この図

面だけでは分からないということと、それから４６ページのほうの図面の、倉庫・作業所の大

きなほうの建物と今回の申請地との間にですね、畑のようなものが残っておるような、この図

面の表示ではそういうふうな感じに受け止めるのですけど、その辺の関係を説明いただけたら
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と思います。 

○委員 下の○○につきましては、これは上の申請の土地とは別です。別件でございます。 

○議長 図面確認しましたので、事務局より補足説明。 

○事務局 すいません、事務局でございます。御指摘ありがとうございます。 

  今御質問ありました。４６ページのところ、ちょうど一番建物の右斜め下と言いますかね。

１つ畑マークの記載あるのですが、現況は完全に当該事業所の敷地内になってございます。こ

れはもう、地元の委員さん方に御確認いただいているのですが、たまたま地図の関係で、畑マ

ークが残っとっただけだということなので、すいません。今この場で訂正なんですけど、この

畑マークを削除ということでお願いします。現況は完全に敷地でございます。申し訳ございま

せん。 

○議長 よろしいですか。○○のことも確認しました。 

よろしいですか。今の説明でよろしいですか。 

○委員 それで説明が合っているのなら。 

○議長 ほか、質問、意見等ございませんか。 

（「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。 

  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番及び６５ページの番号２番の一時利用について、質問、意見等はご

ざいませんか。   

○委員 ただ今説明がありました１８ページの図面ですが、進入路は、一時利用ということで説

明がありましたが、工事が終わった場合は元どおりにするということで報告がありましたが、

復元してしもたら、その業者の進入路いうかメンテの進入路が無くなるのではと思うのですが、

どうなんでしょうか。 

○委員 ここは右側に縦向けにずっと上まで、池へ上がる通路があります。車が通れる道ではな

いんですけど、歩いてだったら行けるだけの通路はありますので。 

○委員 歩いて上がるだけの道で大丈夫なんでしょうか。また大きなものを運ぶ必要ができるか

もしれないので。 

○委員 その時はまた、一番下の畑に戻った分をお借りするとかして、何かとなされるんやない

かと僕は思っています。 

○議長 よろしいですか。現地を確認したところ、１メートル２０センチから３０センチぐらい
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の幅の道が存在しておりますので、地域委員会としては問題ないという判断です。 

  ほかに質問、意見等はございませんか。 

               （「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号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。 

  ６５ページの番号２番、一時利用については、御承知おきください。 

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１２番は、許可相当と意見を付して、進達すべきものと

決定いたします。 

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２号、番号１３番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  市島地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号１３番を、議席番号〇番の○○が報告します。 

  番号１３番は、売買により取得し、太陽光発電設備を設置するための申請です。地図は５１

ページです。 

  農地区分は、鉄道の駅から３００メートル以内のため、第３種農地と判断されると考えます。 

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

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

も申請内容に間違いがないことを確認しております。 

申請地は、河川の堤防に接しているため、河川法も申請しているということです。 

また、自動車屋とガソリンスタンドの間をそれぞれ通って、資材搬入や点検をするというこ

とです。パネル数３６０枚、１１８．８キロワットです。よろしくお願いします。 

○議長 市島地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号１３番について、質問、意見等はございませんか。   

○委員 これも一緒ですが、開発申請の状況を教えてください。 

○事務局 失礼します。事務局でございます。本協議の手続き中でございます。 

○委員 ありがとうございます。 

○議長 よろしいか。 

  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。 
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  番号１３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１３番は、許可相当と意見を付して、進達すべきものと

決定いたします。 

  続いて、５２ページの農地法第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を議

題とします。 

  事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第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。 

柏原地域委員会からの確認報告をお願いします。 

○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、譲貸人と譲借人との間の使用貸借権を設定し、牛舎を建設しようとする申請で

ございます。 

法人というのは、譲貸人が経営する法人でございます。図面は、５３ページ、５４ページに

示しております。 

  申請地の農地区分は、農用地区域内の農地ですが、転用目的が農業用施設であり、農振法第

８条第４項に規定する農用地利用計画指定用途に該当するため、農用地区域内の不許可の例外

事由に該当すると考えます。 

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

す。 

また、転用面積は必要最小限のものであり、農地法第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。 

大規模案件なので、会長や副会長、氷上地域委員長にも現地確認していただいております。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長 柏原地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  大規模な案件につきまして、隣接する氷上地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 ６月１７日に現地を確認に行きましたが、畑には放牧もあり、管理は十分されておられ

ます。現在の牛舎につきましても、清潔に保たれており、すばらしいものだと考えます。 

  それと同等の牛舎が計画されておるということで、問題はなかろうと思います。また山から

の雨水につきましても計画図があり、これにつきましても、心配ないものと考えます。 

○議長 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 完成時、牛は何頭になりますか。 

○委員 現在の分を含めて１，０００数百頭にすることが目標です。 

○議長 今６００頭ぐらいかな。 

○委員 今、繁殖牛を１００頭と、肥育牛を７００頭、これから１，０００数百頭にしていきた

いということでした。 

  年間の出荷７００頭、子牛の生産頭数４００頭を目指すということでございます。 

○議長 質問、意見等はございませんか。 

○委員 すいません。ちょっと教えてもらえますか。借人と貸人が同じ名前です。これは、個人
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の土地を、有限会社の牧場が借ります。会社が借りて、運用するという意味なんですね。確認

だけですけど。 

○委員 貸人自体が、前に農地法第３条で買われました。この貸人が会社を経営されています。

自身が経営する法人に使用貸借するというような格好になろうかと思います。 

○議長 よろしいでしょうか。 

○委員 転用目的の欄ですが、牛舎だけになっていますが、倉庫事務所等は入れる必要はないの

ですか。ちょっと確認です。 

○議長 転用目的が牛舎だけになっていますが、図面には倉庫、事務所、堆肥舎、そこは書いて

おく必要はないですかっていう質問です。 

○事務局 失礼いたします。事務局でございます。 

ただいまの御質問で、牛舎以外の記載について、いるかいらないかといったことでございま

すが、事務局といたしましては、主たる部分の転用目的がどうかというところで、牛舎という

ことでご提案させていただいております。 

規模が全然違いますが、例えば一般住宅の場合に、住宅と露天駐車場が示してある場合に、

両方記載するかどうかという点で、許可権者の県民局とも協議したことがあるんですけども、

全体の転用部分の割合で小さいものについては、主たる目的のみで記載してもらって問題ない

と確認しています。 

その点からしまして、今回の転用事業につきましては、ほぼ牛舎ということになっておりま

すので、それに倣いまして、主たる目的である牛舎という記載に、今回はさせていただいてお

ります。 

○議長 よろしいでしょうか。 

○委員 主たるは牛舎ですけど、割と見た限り、そこそこの面積で、倉庫と事務所と、ちょっと

見にくいですけど堆肥舎ということもあるんで、そういう見解でしたらそれはそれで結構です

けども、いわゆる一般住宅、駐車場とかまでは必要ない。割が少なければ、そういうようなふ

うに転用させてもらっていいですか。 

○事務局 事務局でございます。 

  先ほどの答弁と重なるかもしれませんが、割合的に少ない場合、もっと具体的に言いますと

２割程度です。２割をきっておれば、例えば一般住宅であれば、一般住宅のみという調整がで

きております。 

○議長 よろしいですか。 

○委員 建物あるなし関係ないですね。転用目的には。 

○委員 先ほど言われました調整池なのですが。これ機械で上げますので。 

○委員 分かりました。 

○議長 ほか、質問、意見等はございませんか。 

（「異議なし」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。 
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  ここで休憩をとります。 

 

（休憩） 

 

（再開） 

 

～ 議案第４号 番号１番～番号７番 ～ 

 

○議長 再開します。 

議案第４号、非農地証明願承認についてを議題といたします。 

  事務局説明をお願いします。 

○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。 

  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、地目変更のための非農地証明願です。図面は５７ページを御覧ください。 

申請人の住所を御覧いただきますと分かりますように、このちょうど横に名字の書いてある

建物に申請人が住まれております。 

  ６月１４日に確認したところ、現地は境界杭が打たれて、ちょうど四角ですけど、４カ所打

たれておりまして、登記簿を見ますと、令和３年３月１０日に境界確定の登記も済んでおりま

す。 

現地は駐車場のような形で、ちょうど家の前を出たところに、車を置かれております。私が

現地を、申請書の副本や、親戚の方にも確認し、車もそこに実際に駐車されておりました。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４７年頃からで、地元自治会長と隣接者の証明もあり、

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

としては、証明することに問題ないと考えております。 

○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。 

 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○○が説明をいたします。 
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  番号２番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は５８ページに示しております。 

６月１４日に確認したところ、現地は、以前は住宅が建っておったわけでございますが、現

在は更地となっており、農地への復旧が困難であり、周囲の状況から見て、非農地と判断して

も特段に影響がないと見込まれます。 

農地でなくなった時期は、昭和３８年頃からで、地元の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ております。 

御審議のほど、よろしくお願いをいたします。 

○委員 続きまして番号３番を、議席番号〇番の○○が説明をいたします。 

  番号３番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は５９ページに示しているとおりで

ございます。 

６月１４日に現地を確認したところ、現地は、寺の本堂と庭となっており、農地への復旧が

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

農地でなくなった時期は、昭和６０年頃からで、地元の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。 

  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４番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  春日地域委員会から確認報告をお願いします。 

○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６０ページに示しております。 

６月１５日に現地を確認したところ、現地は住宅が建っており、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５５年頃で、地元自治会長と隣接者の証明もあり、平成

２１年１２月２４日付非農地証明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
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ましては、証明することに問題ないと考えております。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長 春日地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号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、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４号、番号５番～番号７番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

市島地域委員会からの確認報告ですが、番号５番について、農業委員会等に関する法律第３

１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５番について、市島地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号５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す。図面は２５ページに示しております。 

６月１１日に確認したところ、○○番は山林、○○番は農業用倉庫となっており、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６０年頃からで、地元自治会長と隣接者の証明もあり、

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

としては、証明することに問題ないと考えております。 

○議長 市島地域委員会からの確認報告が終わりました。 

番号５番について、質問、意見等はございませんか。 

○委員 ○○番の倉庫は、どこから出入りするのですか。 

○委員 ○○さんいうお宅のとこから、道があるのを確認しました。 

○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） 

○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。 

  復席をお願いいたします。 

 

（該当委員復席） 
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○議長 続いて、番号６番、番号７番について、市島地域委員会から確認報告をお願いいたしま

す。 

○委員 番号６番を、議席番号〇番の○○が説明します。 

  番号６番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は６１ページに示しています。 

６月１１日に確認したところ、現地は居宅、木造瓦葺平家建てでありましたが、令和３年３

月に取り壊され、現在更地となっております。上水道引き込み施設もあり、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２０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。 

○委員 番号７番を、議席番号〇番の○○が説明します。 

  番号７番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は２８ページに示しています。 

６月１１日に確認したところ、現地は山林となっており、農地への復旧は困難であり、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３６年頃で、地元自治会長、隣接者の証明もあり、平成

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

て証明することに問題ないと考えております。 

  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番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号７番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  

～ 議案第５号 番号１番 ～ 

 

○議長 続きまして、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

を議題といたします。別冊を御覧ください。 

  事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第５号、別冊朗読。 
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○議長 事務局の説明が終わりました。 

柏原地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○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、４６筆について、現況照会されているもので

６月１５日に柏原地域委員会で現地調査したところ、雑種地、公衆用道路、宅地、用悪水路等、

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。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長 ありがとうございます。それでは番号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の番号１番、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、地籍調査事業における農地の転用事実に関する

回答について、照会のとおり取り扱うことに、異議がないと回答いたします。 

 

～ 議案第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 事務局の説明が終わりました。それでは、まず柏原地域委員会から確認報告をお願いい

たします。 

○委員 ６月１５日の地域委員会において、番号１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ありません。 

○議長 続きまして、氷上地域委員会から確認報告をお願いします。 

○委員 番号２番から番号７番まで、６月１４日の氷上地域委員会におきまして確認いたしまし

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

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

りません。 

○議長 続きまして、青垣地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 ６月１４日の地域委員会において、番号７番、番号８番、番号９番を確認いたしました

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

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

いません。 

○議長 続きまして、春日地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号１０番から番号１４番まで確認いたしましたが、全ての農地について効率的に耕作

し、農作業に常時従事するなど、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たして
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いると考えますので、決定することに特に意見はありません。 

○議長 山南地域委員会から確認報告をお願いします。 

○委員 ６月１１日に番号１５番から番号１９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 市島地域委員会から確認報告をお願いします。   

○委員 ６月１１日に番号２０番から番号２７番まで確認いたしましたが、全ての農地について

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

を満たしていると考えられますので、決定することに特に意見はありません。 

○議長 ありがとうございます。 

各地域委員会から確認報告が終わりました。 

全ての地域につきまして、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。 

各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６号、各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。 

 

～ 報告第１号 ～ 

 

○議長 続いて、６４ページの報告第１号、農地の一時利用届出についてを議題とします。 

事務局説明をお願いします。 

○事務局 報告第１号、番号１番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

青垣地域委員会から補足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○○が説明させていただきます。 

６６ページの地図を見ていただきますと、太枠で囲んである田の左側、果樹園となっており

まして、その田んぼと畑の間に約３メートルの斜面があります。その斜面がイノシシにより甚

大なる被害を受けまして、その修復工事のための重機の進入路として、この田んぼの上半分だ

け進入路として使うということで、届がありました。 

既にもう工事は終わっておりますけれども、表土をめくることもなく通過されて、何ごとも

なく工事は完了いたしました。 

○議長 質問等はございませんか。 

（「質問なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 質問等がないようですので、１番につきまして、御承知おきください。もう既に工事も

終わっておるということです。 

○委員 ちょっと急いでやってしまいました。 

○議長 番号２番については、もう報告が終わっております。 
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～ 報告第２号 ～ 

 

○議長 次に、６７ページの報告第２号、農地の形状変更届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 報告第２号、番号１番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

柏原地域委員会から補足説明はございますか。 

○委員 ここの農地につきましては、４月に一部、６９ページ見てもらったら分かるんですけど

も、県道奥野々氷上線側が入り口になっていましたけども、ここが宅地になり進入路がなくな

ったということで、進入路をつけかえるといった形状変更でございます。 

○議長 質問等はございませんか。 

（「質問なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 質問等がないようですので、報告第２号、農地の形状変更届について、御承知おきくだ

さい。 

 

～ 報告第３号 ～ 

 

○議長 続きまして、報告第３号、農地法施行規則該当転用届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 報告第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。 

春日地域委員会から補足説明はございますか。 

○委員 番号１番を説明いたします。図面は６０ページに示しております。 

  昨年申請人から、３条申請があったときに、今回の農業倉庫が農地の中に建設されているこ

とを地域委員会として指摘し、今回の届になりました。 

  ６月１５日に現地を確認したところ、農地の一部に農業用倉庫が建っておりました。昭和５

０年代に建設されたようです。始末書が添付されております。 

  今般、農地法施行規則第２９条第１項の届をいたします。現在この土地には既に農業用倉庫

を建設し、利用しております。農地法の許可を受けずに、行ってしまっており深く反省してお

ります。今後はこのようなことがないように法令遵守いたしますので、何とぞ受理くださいま

すよう、お願いします。という始末書でございます。 

  隣接所有者や地元などの同意も得られ、周辺農地への影響はないと確認しております。 

  よろしくお願いします。 

  続いて番号２番を説明いたします。番号２番も７２ページに地図があります。 

一昨年、申請地を購入された後、農作業車両の駐車スペースを確保したいということで、道

路に隣接する一部分の表土をめくり、駐車場にしたいというものです。 

  隣接所有者や地元等の同意も得られており、周辺農地への影響はないことを確認しておりま

す。よろしくお願いします。 

○議長 春日地域委員会からの補足説明が終わりました。 
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  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 質問等がないようですので、報告第３号の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。 

  次に、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３号の番号２番、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。 

  次に、番号４番について、事務局説明をお願いします。 

○事務局 報告第３号、番号４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すか。 

○委員 ７３ページを見ていただいたら分かりますが、この法人が耕作するトラクター置場等が

必要であるということで、この申請が出ております。経過書が添付されていますが、以前から

所有されていた方が、パイプハウスの農機具置場を既に作られておりまして、それに関しては

何の届も出てなかったので、改めて届出するということになっています。 

○議長 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 質問等がないようですので、報告第３号、農地法施行規則該当転用届の番号４番につき

まして、御承知おきください。 

 

～ 報告第４号 ～ 

 

○議長 続きまして、７４ぺージ。報告第４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４号、番号１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することはございますか。 

○委員 特にありません。 

○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４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５号 ～ 

 

○議長 続きまして、報告第５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５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説明はございますか。まず氷上地域委員会。 
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○委員 ありません。 

○議長 青垣地域委員会。 

○委員 ありません。 

○議長 市島地域委員会。 

○委員 ありません。 

○議長 質問等はございませんか。 

○委員 すいません。７５ページに携帯電話基地局設置の報告があるのですが、これを別に問題

にしとるわけじゃなくって、これ電柱をポンと建てるだけとして４平米で出とるのですけど、

仮に○○の電柱を農地に建てる場合も同じ申請が出るのでしょうか。今は聞いたことはないの

ですけど。関電の場合は別と何かそういう法律的なこともあるのでしょうか。 

○議長 すいません。ちょっと公共工事のところですが、１つ前に戻って、事務局。認定電気通

信事業者による届出について、電力会社って別なのか、そのあたり。 

○事務局 失礼します。事務局でございます。御質問ありがとうございます。 

  本日、この認定電気通信業者から届が出てきておりましたのは、あくまでも電柱１本分では

あるのですが、その目的が、携帯基地局であるということでございますから、面積の多寡に関

わらず、報告をいただくようにしておるものでございます。 

  ちなみにですけど、○○さんとか、電気事業者の方が、高圧線の鉄塔であるとか、しかるべ

き面積を利用される場合は、届出していただいておるわけなんですけれども、一般的な道路と

か田んぼの畔際とかに、立てられる電柱の場合については、これはもともと対象外としていた

だいとって、特に報告を受けてないのが現状でございます。 

○議長 よろしいですか。 

  公共工事の関連で、ほかに質問等ございませんか。 

（「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、公共工事の届出について、御承知おきくださ

い。 

  これで、全ての議事を終了させていただきます。 

  ほかにこの際、何か質問、意見等がありましたら。 

○委員 先ほど携帯電話基地局、この図面で見たら、この農地を利用して電柱を建てると。電柱

を立てるための工事は、農地に立ち入るという感じがします。こういうときに、一時利用なり

何なりの、手続というのが必要ないのかどうか、ちょっと教えてください。 

○事務局 事務局でございます。 

  当然に、認定事業者さんのとこで、一時的に工事で使われる場合についても、必要な面積が

あれば、今回と同様に届をいただくことになります。 

今回の件につきましては、隣の宅地から工事されるということで、特にこの農地のこの部分

は使わないということを聞いておりますので、報告をいただいていないということです。 

○委員 要するにやっぱり必要だってことですね。 

○議長 ほかに何かございますか。 

○事務局 失礼いたします。事務局でございます。 

  ３点、連絡事項をさせていただきます。 

  １点目ですけども、既にお手元にお配りしておりますとおり、中古農機フェアの案内です。
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７月の９日、１０日ちょっと遠方での開催ですけども、情報提供をさせていただきます。 

  ２点目ですけども、７月１日に第１８回の丹波市農業委員会の総会を開催いたします。午前

１０時開会となってございまして、会場はこちらでございます。皆さんご出席をいただきたい

と思います。 

  ３点目ですけども、副本でございます。副本の提出をお願いしたいと思います。 

○議長 これで第３回定例総会を終了します。 
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