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 令和３年度 第４回定例総会議事録 

  

１．日 時  令和３年７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 （２２名） 

 （柏原地域） １番 古倉 一郎  ２番 矢本 規夫 

 （氷上地域） ３番 芦田 義彦  ４番 足立 正典  ５番 金子 隆司 

  ６番 德田 義信  ７番 山本 浩子  ８番 足立 康裕 

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

（春日地域） 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 

 （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 （２名） 

        12番 臼井 光茂  20番 和田 憲治 

 

○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 農地法第３条第２項第５号に定める別段の面積を定めることについて 

（下限面積の設定） 

  議案第 ５ 号 丹波農業振興地域整備計画の変更に係る意見について（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 公共工事の届出について 

  報告第 ５ 号 農地法第５条の規定による申請の取下願について 

  報告第 ６ 号 農業経営改善計画の認定について（別冊） 

 

 

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４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、１２番の臼井光茂委員、２０番の和田憲治委

員から欠席届が提出されております。また、２４番の橋本慎司委員から遅刻の連絡を受けてお

ります。追って参加されるとのことです。結果、農業委員２４名中、２１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。 

 

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、６番の德田義信委員、７番の山本浩子委員、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８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２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１番を、議席番号〇番の○○が説明いたします。 

  番号１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、４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

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２番を、議席番号〇番の○○が説明いたします。 

  番号２番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、地図は５ペー

ジに示しております。 
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  地域委員会としては、農地法第３条第２項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、誓約書に関しましては、自宅への進入路として畑地の一部を利用しているということ

で、令和３年１０月３０日付で非農地証明願の提出を予定しているという形の誓約書が出てお

ります。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長 氷上地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号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。 

 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３番、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３番、番号４番につきまして、議席番号〇番の○○が説明をいたします。 

  番号３番と番号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ござ

います。６ページに図面を載せております。 

  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

を確認いたしております。 

  なお、この番号３番と番号４番につきましては、利用権設定をされておりましたが合意解約

をされているということを確認いたしております。 

また、誓約書につきましては、この３条申請をするに当たりまして、田んぼに植林して山林

になっているということと、昭和５０年頃に車庫を建てているというようなことで、来月非農

地証明願を提出するという誓約書でございます。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○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。 
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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。 

  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５番～番号７番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

春日地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号５番につきまして、議席番号〇番の○○が説明いたします。 

  この番号５番につきましては、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもの

でございます。図面は、７ページに示しています。 

  この方につきましては、○○町○○に定住されており、これから一歩ずつ農業をやっていこ

うという方でございます。地域委員会としても７月１４日に現地を確認しました。トラクター

とかも揃えておられます。 

  農地法第３条第２項の各号の全部効率利用要件、農作業の常時従事要件、下限面積及び地域

調和要件等に適合しており、許可要件の全てを満たしていることを確認しております。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員 続きまして番号６番を、議席番号〇番の○○が説明します。 

  番号６番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、図面は８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。 

  ちなみに、購入される方の年齢が○○歳で、結構高齢で、どうかなとも思いましたけれども

現在年間○○日、また、奥さんも○○日程度元気に農作業に従事されておりますし、この畑の

すぐ左隣の土地が、息子さん夫婦の新居となっております。時々は手伝っておられるようでご

ざいますので、大丈夫だと思っております。 

  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、図面を９ペー

ジ、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。 
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  譲受人は、かねてよりこの申請地の７０パーセント以上を耕作しておられまして、譲渡人の

申し出によって今回、全ての農地を譲り受けることになったというものです。 

  譲受人は、地域の中心的な担い手であり、今後も適切に耕作されるものと考えます。譲渡人

は、これにより農業経営を廃止されます。 

  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。 

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８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８番を、議席番号〇番の○○が説明します。 

  番号８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１１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。 

  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） 
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○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。 

 

～ 議案第２号 所有権移転 番号１番～番号８番 ～ 

～ 議案第２号 賃貸借権設定・一時転用 番号１番 ～ 

～ 報告第１号 番号２番 ～ 

～ 議案第２号 使用貸借権設定 番号１番～番号３番 ～ 

 

○議長 次に１２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、譲受人が共同住宅を建設するため、転用しようとする申請です。図面は１５ペ

ージに示しています。 

  申請地の農地区分は、前面道路に上下水道管が埋設されており、教育施設、医療機関が５０

０メートル以内にあるので、第３種農地と考えます。また、周辺は、住宅や店舗が立ち並んで

いる地区でもあり、両隣は住宅となっています。 

  隣接農地所有者、地元自治会関係者等の同意もあり、周辺農地の営農への支障はないものと

思われます。 

  アパートは、○○戸で、○○台の駐車場となっており、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 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。 

  はい、お願いします。 

○委員 ちょっと余談になるかもしれないんですけどね、○○株式会社いうのは○○株式会社と

全く別の会社ですか。 

○委員 ○○。 

○委員 ○○。 

○議長 という会社が前にあって、倒産したのです。 

○委員 ○○のことですか。 

○議長 ○○のことですね。 

○委員 全然別の会社です。 

○議長 よろしいですか。 

  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。 
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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２号、番号２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、売買により取得し、一般住宅を建築するための申請です。図面は１６ページに

示しております。 

申請地の農地区分は、沿道に上下水道が埋設されており、５００メートル以内に２カ所の医

療機関が存在するため、第３種農地と考えられます。 

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２番について、質問、意見等はございませんか。 

○委員 議席番号〇番の○○です。 

  一般住宅で、これ合計○○平米。１つの基準として、おおむね５００平米というのがあろう

かと思うのですが、その「おおむね」っていう範囲が、どこまでが「おおむね」という判断を

したらよいのか。５５０平米やったらええとかあかんとか、６００平米やったら「おおむね」

をもうはみ出しとるというのか、どこまでがどうやというのをちょっと教えてください。 

○議長 事務局。 

○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。 

  お手元に置いてございます実務必携をご覧ください。 

インデックス２番のところに、統一事項をつけております。で、ページの下を見ていただい

たら、７－１、７－２、７－３となっているページ、３枚目です、７－３のところ。ここの一

番左側、番号２４番、上から５段目のところ。ここを御覧ください。 

で、これ見ていただきながら、改めて申しあげるんですけれども、一般住宅の場合、５００

平米以内でないといけないとか、農家住宅の場合は１，０００平米以内じゃないといけないと

いう基準は何もございません。大体これ以下やったら、あんまり土地利用計画については、ひ

どく細かくは言わんことにしようよということを決めていただいていることが、ここに書いて

あると考えていただけたらいいと思います。 

一戸建て住宅の転用の審議に当たっては、一般住宅５００平米、農家住宅１，０００平米を

基準としていますよ、という中で、この面積から転用面積が２割以上超えている場合、具体的

には、一般住宅６００平米、農家住宅１，２００平米以上の場合は、建物についての配置計画

書を議案書に添付する。２割以上超えている場合については、これで適正かということを、皆

さんで御審議いただくように、平面図をつけています。それ以外のことについては、地元の委

員会のほうで、これで利用計画が大体できとるなということであれば、面積のことについては
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基本的にはＯＫなんだという、そういう判断をこれまでしてきていただいておるということで

ございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長 ○○委員。 

○委員 すいません。補足説明を。事務局長の話で何も問題ないのですが、ここは、大雨が降る

と浸水する地域になっておりまして、この面積、大きな面積ですが、地上げをして住宅を建て

るということにしておられます。そのために駐車場、進入路等については、道路と同じ高さな

んですが、住宅部分については９０センチ現状の道路高より上がると聞いております。そうい

うことで、若干広い面積が必要なのかなという、そういう感じで、地域委員会においては許可

相当と判断しています。 

○議長 ありがとうございます。 

  ほかに質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号２番について、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、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３番～番号５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４番と番号５番につきましては、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３番につきまして、議席番号〇番の○○が説明いたします。 

  番号３番は、一般住宅として利用するための申請でございます。図面は、１７ページに示し

ています。 

  この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中にあるため

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、この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。 

この譲受人は、図面にありますように、申請地の下側に家がありますけども、この方のお父

さんでございます。申請人は○○町で生活しておりますけども、実家に帰って、お父さんの  

手伝いをするということになっております。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員 続きまして、番号４番、番号５番を、議席番号〇番の○○が説明します。 

  番号４番、番号５番は、譲受人がテント式工場並びに駐車場用地として利用したいというも

ので、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
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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けれど

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

す。 

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

も申請内容に問題がないことを確認しております。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 春日地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号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 先ほど第１種農地という説明がありましたが、それを転用するための例外規定について

説明を、まだ欠いておられると思いますが、春日地域委員会のほうから、いかがですか。 

○委員 ちょっと言われとることが聞こえにくいので、もう少し大きな声でお願いします。 

○議長 第１種農地という説明があったんですが、例外規定について説明をしてください。 

○委員 例外規定。ちょっとその辺は、よく私も分かってない。特にこれは、今年の１月に農振

農用地区域から除外の手続きがされたものです。この場合は、集落に接続して、日常生活上必

要な施設ということでございます。私の知る限りそれ以上のことは分かりません。 

○議長 すいません。地域委員会から。 

○委員 補足させてもらいます。 

  農業従事者が、就業増大に寄与するために、敷地面積５００平米を超えないもので、集落に

接続する住宅ということで、例外適用と理解しておりました。 

○議長 再度、事務局から補足説明をさせます。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。 

申請地は、土地改良施行区域内の農地でございます。ということで第１種農地というふうに

判定されるわけですが、申請地に一般住宅を建築されて、集落に隣接する場所で、日常生活上

必要な施設ということですので、第１種農地の例外的許可事由の該当となります。第１種農地

ですが許可相当と、地域委員会では判断されています。 

○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。 

（「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、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４番、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。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 失礼。お待ちください。質問ですね。 

○委員 質問なのですが、こういう工場の場合、公害等についての検討がなされているかどう

か。これはテント式の工場なので、特に問題はないとは思いますが、廃液とかそういうような

ものは、十分検討された上での申請で、地域で許可がされたのか。その辺がもし分かりました

ら、公害が特に問題のない工場なら、それはそれで結構ですが、その辺の報告はいかがでしょ

うか。 

○議長 すいません。春日地域委員会から確認報告をお願いします。 

○委員 今の御質問のような公害というようなことは、あんまり考えてなかったのですが、説明

させてください。 

株式会社○○とは、現在○○の○○市にございまして、１８ページの図面の左隣にも、平成

２年２月頃から研究工場があります。そこで廃棄物を熱分解でガス火し、その可燃ガスをガス

エンジン発電機に使用できるクリーン度まで浄化し、安全に連続稼働することで、安い発電を

行えます。１５年の歳月にわたり、○○町○○でそのガス化の技術やガスの清浄技術の研究開

発を行ってまいりました。というようなことですので、そのエンジンの燃焼回数装置の製造・

販売及び輸出業、また、自動車の修理及び販売業、コーヒー焙煎器の製造販売、輸出業、コー

ヒー豆の販売、輸出業、排出ガスの低減装置の研究開発、環境に関わる水・空気等の浄化処理

機械の製造・販売及びメンテナンス、それから産業廃棄物高温熱処理設備、還流ガス化炉の製

造・販売及びメンテナンスというようなことをされているみたいです。 

ここでの廃液とか、苦情になるような騒音とかは、一切今までにはございませんでした。現

在も、そこと隣の分と、それから○○にもう１カ所製造工場がありまして、製造されていの

は、ほとんどが○○やと思います。 

ちょっと背の高いものを組み立てるため、レッカーの使用がしにくいため、組立て式のテン

トで組立てたいということなんです。だからここでものを作っているとか、その古いほうの工

場では、浄化の研究をしたりはしておられたのですが、今までのところ一切公害的なものはな

いというふうに聞いております。 

○委員 結構です。公害等が出るようなとこを農業委員会が認めたら、ちょっとどうかと思いま

すので、地域委員会で確認していただいているので、問題はないかと思うんですが、公害の報

告はしかるべきと思います。 

○議長 以前にも農振除外の時に説明があったと思いますが、組み立てをするための場所が必要

ということで、今回の申請となっておりまして、地域には説明も行われておるというふうに考

えております。 

  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、番号４番、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４番、番号５番は、許可相当と意見を付して、進達すべ

きものと決定いたします。 

続きまして、山南地域の案件について、事務局説明をお願いします。 
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○事務局 議案第２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。 

  山南地域委員会からの確認報告ですが、この番号６番、番号７番につきましては、併議とさ

せていただきます。 

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番は、売買により、太陽光発電設備を設置するための申請です。図面は１

９ページに示しております。 

  申請地の農地区分は、住宅等が連たんしている地域に近接し、その農地の規模がおおむね１

０ヘクタール未満のため、第２種農地に該当します。 

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

  また、地元との開発協定書も結ばれております。農地法第５条第２項各号には該当せず、い

ずれも申請内容には問題はないことを確認しております。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

○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６番、番号７番について、質問、意見等はございませんか。 

○委員 ちょっと確認ですが、先月もこの業者の太陽光発電の申請が出ておりますが、前も、ち

ょっと問題になったことがあるのですが、○○のほうでも太陽光発電をしている。確認はして

ないんですけれども、この土地の買収と工事とは比例していっとるかどうかいうことを、分か

っておれば教えてほしいなあと思いまして。 

○議長 譲受人事業者の太陽光発電の、これまでの工事の進捗について、教えてほしいというこ

とで、事務局で把握しておりますか。 

○事務局 事務局でございます。 

  過去１年間に、許可を受けた中で、未着工があるか、どうかということだと思います。現在

のところ許可を受けた案件につきましては、着手はされているという状況でございます。 

○議長 よろしいでしょうか。 

○委員 はい、結構です。 

○議長 ほかに質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号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、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８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８番を、議席番号〇番の○○が説明します。 
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  番号８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。図面は２０ペ

ージです。 

  農地区分は、住宅等が連たんしている地域に近接し、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。 

  なお、パネル数は２９５枚で、１３２．７５キロワット。雨水は既存の側溝へ流す予定です。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長 市島地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号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。 

  次に、２１ページ。農地法第５条の規定による農地等の賃貸借・一時許可申請承認について

を議題とします。 

  事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第２号、賃貸借・一時許可申請、番号１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。 

説明のとおり。２１ページの番号１番と、４４ページの番号２番を合わせて、山南地域委員

会からの確認報告をお願いします。 

○委員 議席番号〇番の○○が説明をいたします。 

  番号１番は、賃貸借により、営農型太陽光発電設備を設置するための、一時転用許可申請で

す。図面は２２ページに示しております。 

  申請地の農地区分は、農振農用地でございます。 

  計画では、１年目はパネルの設置期間、２年・３年目は、黒大豆の実どりとなっております。 

  パネルの最低地上高さは２．５メートル、最高地上高さは３．４メートルです。 

農地面積１，５９６平米に対して、パネル設置面積は、４１１．３５平米で、面積比遮光率

は２５パーセントとなっております。 

  参考に、黒大豆実どりの兵庫県の１０アール当たりの平均収穫量は、９５キログラムとなっ

ております。 

  丹波市の開発申請も完了していて、また、土地賃貸借の契約書も添付されております。 

隣接所有者の同意も取られ、周辺農地への支障はないものと思われます。 

農地法第５条第２項各号には該当せず、いずれも申請内容に問題がないことを確認しており

ます。 

また、４４ページの番号２番につきましては、太陽光発電設備を設置するための一時利用届

でございます。 
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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１番について、質問、意見等はございませんか。 

○委員 作物は黒大豆を作られるということですけども、まあ１００キログラムぐらいやったら

とれるんやないかなという感じがするんですけど、黒大豆も毎年連作すると、どんどん収穫量

が減ってくる。それは明らかなことなんですけど、この太陽光のところは連作されるのか、違

う作物を入れ替えられるのか、どういう計画になりますか。 

○委員 今の計画では、２年目、３年目は黒大豆です。それ以降は分かりません。 

○議長 ３年計画のうち、２年目・３年目が黒大豆。１年目は設置で準備期間という申請が出て

います。３年したときに更新なのでそれ以降、変えられる可能性はあります。 

  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。 

  合わせて４４ページの番号２番、一時利用の届出について、御承知おきください。 

  また、太陽光発電の営農型ですので、地元の山南地域委員会につきましては、毎年営農状況

を確認するようお願いいたします。 

  次に、２３ページ、議案第２号、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２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、譲受人が一般住宅を新築するため、親子間で使用貸借権を設定し、転用する申

請です。図面は２４ページに示しております。 

  図面を見ていただいたら分かりますように、家の後ろの畑につきましては、左側すみっこが

空いております。そこから後ろの畑に出入りができます。 

  また、雨水につきましては、隣に○○さんいう家がありまして、その真ん前に水路がありま

して、そこへ雨水を流すという予定になっているようでございます。 

  申請地の農地区分は、上下水道管が埋設されている道路の沿道の区域内であり、かつ概ね５

００メートル以内に教育施設と教育施設が存在するため、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、周辺農地の営農への支障はないものと思われます。 

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

請内容に問題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 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、○○との間で、使用貸借権を設定し、一般住宅を建築するための申請でござい

ます。図面は２５ページに示しているとおりです。 

申請地の農地区分は、市道で囲まれた街区に占める宅地の割合が４７．６パーセントで、第

３種農地と判断いたしました。 

  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。 

  また、転用面積は３９９平米で、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。 

  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、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、使用貸借権設定、番号３番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  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３番を、議席番号〇番の○○が説明いたします。 

  番号３番は、譲受人が一般住宅を建築するため、配偶者の〇との間で使用貸借権を設定し、

転用する申請です。図面は２６ページに示しています。 

  申請地の農地区分は、住宅等が連たんする区域に隣接、かつ農地の集団規模が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、周辺に代替地を探されましたが、適当な土地がなく、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、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。 

  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３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～番号１１番 ～ 

 

○議長 次に２７ページ、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１番を、議席番号〇番の○○が説明します。 

  番号１番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は３０ページに示しています。 

  ７月１３日に現地確認したところ、現況は宅地となっており、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思われます。 

  また、農地でなくなった時期は、昭和３６年頃で、地元自治会長と隣接者の証明もあり、平

成３１年３月２９日付け、非農地判断についての３の（２）のウに該当するため、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。 

  続いて、番号〇番を同じく○○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３１ページに示しています。 

  ７月１３日現地確認したところ、現況は宅地となっており、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。 

  また、農地でなくなった時期は、昭和６１年頃で、地元自治会長と隣接者の証明もあり、平

成３１年３月２９日付け、非農地判断についての３の（２）のウに該当するため、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３番と番号４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２５ページに示しております。 

  ７月１３日に現地を確認したところ、倉庫と庭になっており、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思われます。 

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

平成３１年３月２９日付け、非農地判断についての３の（２）のウに該当するため、地域委員

会としては、証明することに問題ないと考えています。 

  番号４番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は２５ページに示しおります。 

  ７月１３日に現地を確認したところ、住宅の一部となっており、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思われます。 

  また、農地でなくなった時期は、昭和５９年頃からで、地元自治会長と隣接者の証明もあり、
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平成３１年３月２９日付け、非農地判断についての３の（２）のウに該当するため、地域委員

会としては、証明することに問題ないと考えております。 

  よろしく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。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

番号２番について、質問、意見等はございませんか。 

（「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３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。 

  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。図面は３２ページに示しています。 

７月１３日に現地確認したところ、山林となっており、農地への復旧が困難であり、周囲の

状況から見て、非農地と判断しても、特段に影響がないと見込まれます。 

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

平成３１年３月２９日付け、非農地判断についての３の（２）のウに該当するため、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。 

続きまして、番号６番を、同じく○○が説明いたします。 
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番号６番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は３２ページに示しています。 

  ７月１３日に現地確認したところ、同じく山林となっており、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思われます。 

また、農地でなくなったのは、昭和３０年頃からで、地元自治会長、隣接者の証明もあり、

平成３１年３月２９日付け、非農地判断についての３の（２）のウに該当するため、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。 

○委員 続きまして番号７番を、議席番号〇番の○○が説明をいたします。 

  番号７番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は３３ページに示しております。 

７月１３日に現地を確認したところ、山林となっており、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３８年頃からで、地元自治会長及び隣接者の証明もあ

り、平成３１年３月２９日付け、非農地判断の取扱いについての３の（２）のウに該当するた

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、よろしくお願いをいたします。以上です。 

○議長 青垣地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号５番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号５番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

番号６番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○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。 

  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１１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、地目変更のための非農地証明でございます。図面は、３４ページ
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に示しております。 

７月１４日に現地確認をしたところ、物置小屋となっております。農地への復旧は困難であ

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

また、農地でなくなった時期は、昭和４１年頃からで、地元自治会長と隣接者の証明もあり、

平成３１年３月２９日付け、非農地判断についての３の（２）のウに該当するため、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。 

  次に、番号９番につきましても、議席番号〇番の○○が説明いたします。 

番号９番につきましても、これも地目変更のための非農地証明でございます。図面は、３５

ページに示しております。 

同じく７月１４日に現地確認をしたところ、原野となっており、農地への復旧は困難な状況

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

す。 

また、農地でなくなった時期は、平成６年頃で、地元自治会長と隣接者の証明もあり、平成

３１年３月２９日付け、非農地判断についての３の（２）のウに該当するため、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。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。以上です。 

○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、地目変更のための非農地証明願でございます。図面は３６ページに示してお

ります。 

  ７月１４日に確認しましたところ、現地は住宅用地内の駐車場となっており、農地への復旧

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

また、農地でなくなった時期は、平成１０年３月頃で、地元自治会長と隣接者の証明もあり、

平成３１年３月２９日付け、非農地判断についての３の（２）のウに該当するため、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、よろしくお願いします。 

○委員 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、地目変更のための非農地証明願です。図面は３７ページに示しています。 

  ７月１４日に確認したところ、現地は全て桧が植林されており、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ものと見込まれます。 

農地でなくなった時期は、議案書の上３筆は昭和５０年頃、下２筆が平成１０年頃で、地元

自治会長と隣接者の証明もあります。平成３１年３月２９日付け、非農地判断についての３の

（２）のウに該当するため、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８番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号８番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 
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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、証明書を交付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、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  番号１０番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１０番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  番号１１番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１１番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１１番は、証明書を交付すべきものと決定いたします。 

  

～ 議案第４号 番号１番 ～ 

 

○議長 次に３８ページ。議案第４号、農地法第３条第２項第５号に定める別段の面積を定める

ことについてを議題といたします。 

  事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第４号、番号１番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  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、議席番号〇番の○○が説明します。 

  番号１番は、丹波市長より、住まいるバンクを利用して、売買を希望する農地について、別

段の面積設定の依頼を受けたため、平成２８年１２月２１日、空き家に附随した農地に係る農

地法第３条第２項第５号の別段の面積設定に係る取扱いについてに照らし合わせながら、７月

１２日に現地調査を行いました。図面は４０ページに示しています。 

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

されていないが、現況は復旧困難な農地でないこと等を確認しております。 

  よろしくお願いします。 

○議長 市島地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  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。 

  議案第４号、農地法第３条第２項第５号に定める別段の面積を定めることについて、適当と

判断し、別段の面積を提案のとおり定めることとして、よろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、議案第４号、農地法第３条第２項第５号に定める別段の面積

を定めることについて、新たに別段の面積を定めることといたします。 

  ここで休憩をとります。 

 

（休憩） 

（再開） 

 

～ 議案第５号 番号１番～番号５番 ～ 

 

○議長 再開いたします。 

議案第５号、丹波農業振興地域整備計画の変更に係る意見について、ということで、別冊を

御覧ください。農業振興課から説明に来られておられますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第５号、朗読。 

○議長 すいません。農用地区域から除外する土地一覧というのがございまして、それに従って

進めていきます。農業振興課から説明いたします。 

○農業振興課 議案第５号、説明。 

○議長 農振の除外案件の説明を受けました。これにつきまして、各地域委員会から確認報告を

お願いしたいと思います。 

  最初に、氷上地域委員会からお願いします。 

○委員 まず番号１番を、議席番号〇番の○○が説明します。 

 番号１番は、説明がありましたように、市道を延伸しようとするものであります。先月の総会

で報告させていただきました、公共工事に関する案件でございます。 

 申請地の隣接所有者、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、公益性の高い事業に関わる施設の用に供するため、農用地区域から除外させるこ

とに、問題はないと考えられます。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長 続きまして、春日地域委員会からお願いします。 

○委員 番号２番につきまして、議席番号〇番の○○が説明いたします。 

 ７月１４日に現地確認をさせていただきました。除外後の農地区分は、農業公共投資の対象

となっていない生産力の低い小集団の農地であるため、第２種農地と考えられます。 

申請地の隣接所有者、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、

農用地区域から除外されることに、問題はないと考えられます。 

  次に、番号３番につきましても、議席番号○番の○○が説明させていただきます。 

  ７月１４日に現地確認いたしました。除外後の農地区分は、住宅等が連たんする区域に近接

し、かつ農地の集団規模が１０ヘクタール未満の農地に含まれているため、第２種農地と考え
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られます。 

申請地の隣接所有者、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、

農用地区域から除外されることに、問題はないと考えられます。 

○議長 山南地域委員会からお願いします。 

○委員 番号４番を議席番号〇番の○○が説明します。申請地は、鉄道の駅から３００メートル

以内に位置する第３種農地です。 

申請地の隣接所有者、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、

農用地区域から除外されることに、問題はないと考えられます。 

番号５番は、農業公共投資の対象となっていない生産力の低い小集団の農地に含まれる農地

で、第２種農地と判断されると考えます。 

申請地の隣接所有者、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

農用地区域から除外されることに、問題はないと考えられます。 

○議長 すいません。各地域委員会から報告がございましたけれども、全体を通じて質問、意見

等はございませんか。 

○委員 この内容に関して全く意見はありませんが、担当者がおられるので、せっかくなので教

えてほしいです。５ページ開けてください。この５ページの字限図の○○番〇ですけども、○

○番〇は、これそもそも農振区域ではない。○○番〇も一緒に外したら、外してもてもええの

ちゃうかなと思ったりもするのですが。やっぱりこう何か事情があるんですかね。○○番〇に

ついて僕は外してしもてもええんちゃうんかなと思うんですね。こんなとこって言うたら怒ら

れるかもですが。 

○農業振興課 こちらは直接の道路用地ではないため、今回の除外については通らないというこ

とで、もし除外するのであれば総合見直しの際に、除外をするということになっております。

あくまでも直接の道路用地でないため、今回は除外できないということになっております。 

○委員 まあそれは我々農業委員会的には、できるだけ農地を残したいというのは、網かけとき

たいなというのは、例えば○○番〇なんか、太陽光業者に売ってしまうとかになったりすると

ですね、○○番〇もついでに買うといて、みたいな話で、一遍にここね。まあデッドスペース

になると言うと、ちょっと言い過ぎかも分からないですけども、だから今回駄目ですって言う

つもりはないんですけど、了解しました。 

○委員 道路用地としての場所でないから、できない。それは法律かなんかで、そういう、でき

ないというふうに決まってるんですか。 

○農業振興課 あくまでも、除外のできる用途としては、道路用地でないと駄目とか、現在、道

路用地になってるので、直接の道路用地でないので、無条件には除外できないと。 

○委員 個人の事業で、除外するときやったらこれで、外してしまいますわな。 

○農業振興課 それも、個人の場合も必要面積という形で、これだけ計画にあるということで、

出していただいてます。 

○議長 一応その○○番〇については、今回は事業用地ではないということで、除外はできない

という判断をしておるということですよね。合わせてここも何か使うという計画があれば、多

分除外できると思う。今回は計画にはないというもとに、ここが残るということで。 

  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） 
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○議長 それでは、丹波農業振興地域整備計画の変更に係る意見についてですが、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、丹波農業振興地域整備計画変更に係る意見について、全て照

会のとおり決定することに、異議がないと回答させていただきます。 

○農業振興課 ありがとうございました。 

 

～ 議案第６号 ～ 

 

○議長 それでは４２ページ。議案第６号、農用地利用集積計画の決定について、別冊を御覧く

ださい。 

それでは、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、氷上地域委員会から確認報告をしていただくのですが、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） 

 

○委員 ７月１３日の氷上地域委員会におきまして、番号１番から番号４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ありませ

ん。 

  それから番号２番ですが、この方はこちらで、新しく住まいを持たれるようでございまして

下限面積を満たすために農地を借りられると聞いております。 

○議長 氷上地域委員会からの確認報告が終わりました。 

質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

氷上地域委員会における農用地利用集積計画について、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、氷上地域の農用地利用集積計画の決定について、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 続きまして、青垣地域委員会におきましても、農業委員会等に関する法律第３１条に該

当する方がいらっしゃいますので、退席をお願いいたします。 
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（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 ７月１３日の青垣地域委員会で、番号５番から番号７番まで確認いたしましたが、全て

の農地について効率的に耕作し、農作業に常時従事する等、農業経営基盤強化促進法第１８条

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

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。 

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、青垣地域の集積計画の決定について、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 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 ７月１４日に、番号８番から番号１４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 続きまして、山南地域委員会から確認報告をお願いします。 

○委員 ７月１２日に、番号１５番、番号１６番を確認しましたが、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が、この人ちょっと問題

児ですので、前々回の農業委員会の会長であります方に、保証人みたいになっていただいてい

ますので、地域も同じ地域で、ちょっと安心して、確認させていただきました。 

○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 ７月１２日、番号１７番から番号２０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 春日、山南、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。 

春日、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。 
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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、春日、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。 

 

～ 報告第１号 番号１番 ～ 

 

○議長 続きまして４３ページ。報告第１号、農地の一時利用の届出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 工事進入路ということで、一時的に利用されます。工事と言いますのは、近くの土地に

ある雑木を伐採して取り除き、運び出すためのトラックが入るための一時利用ということにな

っております。現在は工事をされております。 

○議長 青垣地域委員会からの補足説明が終わりました。 

質問等はございませんか。 

（「質問なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 質問等がないようですので、報告第１号、農地の一時利用の届出についての番号１番に

つきまして、御承知おきください。 

  番号２番につきましては、先に２２ページと合わせて、報告をしております。 

 

～ 報告第２号 番号１番 ～ 

～ 報告第３号 番号１番 ～ 

 

○議長 報告第２号、農地の形状変更届についてに移ります。 

○事務局 報告第２号、番号１番、報告第３号、番号１番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。４６ページの報告第２号の番号１番、そして４９ページ

の報告第３号の番号１番、合わせて説明をいただきました。 

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 ただいま事務局から説明いただいたわけでございますけれども、４７ページの図面を見

てください。形状変更が、１４５平米と、それから２アール未満の転用の届出が、７９平米と

いうことで、その斜線と黒で塗ってある部分でございます。その隣接しております道路が非常

に狭いと言いますか、そこにトラクターとか軽トラックとかを駐車しておりますと、その通り

を通られる一般車両の障害になるというようなことで、この斜線の部分で野菜作りをしたいと。

それを耕作したり出荷したりという作業をするために、黒い部分の駐車場を必要としていると

いうことでございます。全体的にかさ上げは３０センチ程度ということです。 

○議長 青垣地域委員会からの補足説明が終わりました。 

質問等はございませんか。 

（「質問なし」と呼ぶ者あり） 
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○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、そして、報告第

３号、農地法施行規則該当転用届についての番号１番につきまして、御承知おきください。 

 

～ 報告第３号 番号２番 ～ 

 

○議長 続きまして、報告第３号、農地法施行規則該当転用届の番号２番につきまして、事務局

説明をお願いします。 

○事務局 報告第３号、番号２番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

青垣地域委員会から補足することはございませんか。 

○委員 この届出には、経過書が出ておりますので、朗読をもって報告といたします。 

  上記土地には、既に農業用倉庫が建っております。昭和６１年頃、亡き父が建てたものです。

本来農業用倉庫等を設置する際は届出が必要なところ、届出をせずに行っていたことを今回初

めて知った次第です。今般、農地法施行規則第２９条第１項に規定する農業用施設等への転用

の届をするに当たり、経過書を差し入れます。 

○議長 青垣地域委員会から補足説明が終わりました。 

  質問等はございませんか。 

（「質問なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 質問等がないようですので、報告第３号、農地法施行規則該当転用届について、番号２

番について、御承知おきください。 

 

～ 報告第４号 ～ 

 

○議長 ５１ページ、報告第４号、公共工事の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４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。 

  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 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、公共工事の届出について、御承知おきくださ

い。 

 

～ 報告第５号 ～ 

 

○議長 報告第５号、農地法第５条の規定による申請の取下願について、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。 
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  質問等はございませんか。 

（「質問なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 取下願が出ておりますので、御承知おきください。 

  ここで議長を交代いたします。 

 

～ 報告第６号 ～ 

 

○議長 続きまして、報告第６号、農業経営改善計画の認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 報告第６号、番号１番、番号２番朗読。 

○議長 以上について、それぞれ担当地域から説明をお願いします。 

  まず氷上地域から。 

○委員 氷上地域委員会におきまして、担当者２名で確認をしていただいております。健全な経

営をされておりまして、特に問題はないということで、一致しております。 

○議長 続きまして、山南地域。 

○委員 山南ですけれども、面接で話を伺ったりして、経営を確認させていただいて問題がない

ということで聞いております。 

〇議長 以上２件について、何か質問ありますか。 

（「質問なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 それでは報告第６号、農業経営改善計画の認定についてを御承知おきください。 

  これで本日の議題は全て終わります。 

  せっかくの機会ですので、皆さん方、何かございますか。 

  意見等ないようですので、事務局から連絡事項をお願いします。 

○事務局 （連絡事項） 

○議長 他にないようでしたら、これで終わりたいと思います。長い時間、ありがとうございま

した。 

 

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７月２６日 

 

            議           長              ○印  

 

 

            議事録署名委員（６番委員）              ○印  

 

 

            議事録署名委員（７番委員）              ○印  


