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 令和３年度 第７回定例総会議事録 

  

１．日 時  令和３年１０月２５日 午後１時３０分 

２．場 所  丹波市立氷上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  ７番 山本 浩子  ８番 足立 康裕 

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

（春日地域） 12番 臼井 光茂  13番 荻野 隆太郎 14番 近藤 眞治 

 15番 田川 良一  16番 婦木 克則 

 （山南地域） 17番 岸本 好量  18番 田中 耕作  19番 野垣 克已 

        20番 和田 憲治 

（市島地域） 21番 荒木 嘉信  22番 杉山 重利  23番 髙見 由行 

  24番 橋本 慎司 

 

○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 農地法の競売に対する買受適格証明承認について（第３条） 

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

（下限面積の設定） 

  議案第 ７ 号 農用地利用集積計画の決定について（別冊） 

  報告第 １ 号 農地の一時利用届について 

  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 電気事業者による届出について 

  報告第 ６ 号 農地法第３条の規定による許可の取消願について 

  報告第 ７ 号 農業経営改善計画の認定について（別冊） 

  協議第 １ 号 令和４年度丹波市の農業振興施策に関する意見について（別冊） 

     

５．閉会 
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１． 開会 

○議長 失礼いたします。それでは、ただいまより令和３年度第７回定例総会を開催いたします。 

  初めに、岸本会長から御挨拶をお願いいたします。 

 

２．会長あいさつ 

○岸本好量会長 （挨拶） 

○議長 ありがとうございました。 

  事務局より、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、議席番号１番の古倉委員より、遅刻の報告を

受けております。結果、現時点で２４名の農業委員のうち２３名に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ます。 

  まずは２６ページをお開きください。議案第２号の番号１番につきまして、申請者が取下げ

されたため、削除を願います。 

  続きまして、３１ページでございます。議案第３号の番号３番につきまして、申請者からの 

申し出により、削除を願います。 

  併せて、本日第３条で提案させていただいている案件の中で、譲受人さんが死亡されたとい

う案件がございます。基本取下げになるという可能性が非常に高いのですけども、こちらから

止めることができるか否かについて、念のため、農業会議に確認をしております。この報告に

ついては、後刻となりますけれども、御了承いただきますようによろしくお願いいたします。 

○議長 ありがとうございました。 

 

３．議事録署名委員の指名 

○議長 それでは日程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、議席番号１２番、臼井光茂委員、議席番号１３番、荻野隆太郎委員の両委員、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１７番、番号１９番、番号２０番 ～ 

～ 議案第１号 使用貸借権設定 番号１番 ～ 

～ 報告第３号 番号３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。 
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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番から番号４番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号１番は、自宅裏の農地を取得し、家庭菜園をするための申請です。図面は６ページに示

しています。 

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

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

確認しています。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

  番号２番は、売買により取得し、経営規模を拡大したいということで、図面は７ページに示

しています。 

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

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

確認しております。 

  番号３番も同じ方が買われます。番号３番は、売買により取得し、経営規模を拡大したいと

いうことで、７ページに図面をつけてあります。 

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

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

確認しております。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

  番号４番も、また同じ人でございます。番号４番につきましては、売買により取得し、経営

規模を拡大したいというもので、７ページに図面がつけてあります。 

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

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

確認しております。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長 柏原地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号１番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  番号２番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号２番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  番号３番について、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、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１０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。 

  氷上地域委員会から確認報告をお願いするのですが、番号１０番と、２４ページの番号１番

は、下限面積の関係がありますので、併議とさせていただきます。 

  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５番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号５番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大、家庭菜園をしたいというものでご

ざいます。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項の各号の全部効率利用要件、農作業の常時従事要

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

しております。 

  御審議のほど、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員 続きまして、番号６番を、議席番号○番の○○が説明をいたします。 

  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、９ページに図

面を添付しております。 

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

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

しております。 

  また、譲受人が○○市在住の方ですが、申請地の隣の○○○の従業員でございますので、こ

の○○○を拠点として、その一部を使用させていただくという承諾書が添付されています。 

  続きまして、番号７番は、農地を贈与にて取得し、経営規模を拡大したいというもので、１

０ページに図面を添付しております。 

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

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

確認しております。 

  御審議いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

○委員 番号８番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号８番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというものです。図面は１１
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ページに示しております。 

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

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

確認しています。 

  続きまして、番号９番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  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す。図面は１２

ページに示しています。 

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

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

しています。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○委員 番号１０番と、２４ページの使用貸借権設定許可申請承認の番号１番を併議として、議

席番号○番の○○が説明いたします。 

  農地を売買により取得し、新規に農業経営を開始したいというもので、図面は１３ページに

示しています。 

  申請農地では下限面積を満たさないために、使用貸借により農地を借り受け、下限面積を満

たすものです。 

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

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

確認しております。 

  ちなみに、この農地につきましては、サツマイモなどの野菜を作り、スイーツなどにして販

売したいというものでございます。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 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。 

○委員 先ほど出た家庭菜園っていう案件がありましたが、家庭菜園と一般の畑、どこが違うの

ですか。 

○委員 現地が畑であったために、絶対田んぼにはならないと、だから家庭菜園をされるんやな

いかということで、家庭菜園という言葉を入れされていただいたのですが。 

○委員 普通に畑されるんですか。 

○委員 畑です。 

○委員 ５００平米ありますんで、その前に１８７平米のが柏原でありましたけど、家庭菜園と

いうのは、家の横にくっついてというイメージで私は思ったもので、まあ一般野菜を栽培され

る、植えられるということでいいのですね。 

○委員 はい。 

○委員 ありがとうございます。 

○議長 家庭菜園という説明がありましたが、一般的に畑作として耕作されて、畑として利用す

るということで、ご理解ください。 

  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 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。 

○委員 進入路はどこですか。 

○委員 家の横を通って入ります。大きい機械は入れませんが、耕運機が入れます。家の横から

入っていくということになります。 

○委員 特にこの下というか、南というか、ここの家の横を通っていいのですね。 

○委員 そうですね。南側の、家の横を通っていくという形でございます。 

○議長 よろしいですか。 

  ほかに質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号７番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  番号８番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号８番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  番号９番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号９番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  次に、番号１０番並びに２４ページ、使用貸借権の番号１番、併せて審議いたしますが、質

問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１０番と２４ページの使用貸借権の番号１番を併せて、許可することとしてよろしいで
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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番と２４ページの使用貸借権の番号１番を、許可す

べきものと決定いたします。 

  次に、青垣地域の案件について、事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第１号、番号１１番～番号１４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１１番を、議席番号○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１４

ページに示しています。 

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

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

確認しています。 

  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１２番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号１２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１５ペー

ジと１６ページに示しております。 

  譲受人は、１６ページの地図の右上の太線の枠の、譲渡人の家に従業員として同居しており

まして、農機具等は譲渡人のものを使用するということでございます。黒豆を栽培して、大阪

のほうに特産品として売るという内容でございます。 

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

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

確認しています。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員 続いて、番号１３番、番号１４番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号１３番、番号１４番は譲受人が同じでございますので、併せて説明をいたします。 

  番号１３番、番号１４番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので

図面は１７ページに示しております。 

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

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

いたしております。 

  なお、番号１３番の譲渡人は、あと２筆ほど所有農地がありますが、地元の方が適正に管理

をされております。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長 青垣地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号１１番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１１番について、許可することとしてよろしいですか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号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。 

○委員 ちょっと聞き逃したのかも分かりませんが、譲受人は譲渡人のお宅に、従業員として一

緒に居住されており、そこを拠点として新規農業をされるというふうに私は理解しまいたが、

そういうことですかね。従業員ってどういう意味なのか、分かんないですけど。 

○委員 譲渡人は、○○業や○○○の販売をされている会社を経営されています。 

その譲渡人の従業員ということで、家に同居されていると。現在も、その農業部門を担当さ

れておりまして、農業意欲を上げるために農地を取得して、頑張ってもらおうということです。

今年も、譲渡人が作られておりまして、そのお手伝いといいますか、従業員として働いておら

れます。 

○委員 住民票は別に求めていないところではありますが、こちらに移ってこられるということ

はないんですかね。たまたま今勤めてはるという理由があるんだと思いますが、まあ離職され

た場合、ちょっと心配なんですけど。 

○委員 もともとこの譲渡人の方も○○に住んでおられまして、丹波で農業をしたいということ

で、こちらに住居を移して、こちらで事業経営されているということです。そこの従業員だと

いうことでございまして、住居等も整って同居しているという形になっています。 

○委員 将来的にはもうしゃあないっていう感じ。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） 

○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、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１５番～番号１７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。 
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○委員 番号１５番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  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。 

  この方は、現在は自営で食堂をしながら、主人と二人で野菜や豆類、小麦などを中心に作ら

れております。将来は水稲もやりたいというようなことで、トラクター１台、コンバイン１台、

乾燥機１台、草刈機２台、管理機１台というような農作業用の道具もお持ちでございます。 

○委員 番号１６番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号１６番は、贈与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項の各号の全部効率利用要件、農作業の常時従事要

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

しております。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

  続きまして番号１７番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号１７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、２０ページ

に地図をつけています。 

  この申請は、去る７月に出されておりまして、地域委員会でもいろいろ精査いたしました。

そのときには、全部効率利用要件及び地域調和要件を満たしていないという判断で、保留して

おりました。 

  しかしその後、農地管理の改善計画と利用計画が立てられまして、今後の取組みに対し、誓

約書が提出されております。 

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

件、下限面積及び地域調和要件等に適合しており、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） 
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○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。 

  次に、山南地域の案件ですが、冒頭にございましたように、番号１８番は、本日取下げとな

っています。山南町の案件は、この番号１９番についてのみ、審議をすることになります。 

  それでは、事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第１号、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１９番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  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す。図面は２

２ページに示しています。 

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

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

おります。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 山南地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号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。 

  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１号、番号２０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。 

  この番号２０番につきましては、農業委員会等に関する法律第３１条に該当する方がいらっ

しゃいますので、退席をお願いいたします。 

 

（該当委員退席） 

 

○議長 それでは、市島地域委員会から、番号２０番と関連案件につきまして説明をお願いいた

します。 

○委員 番号２０番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号２０番は、先月９月に、別段面積を設定した案件です。農地を売買により取得し、農業

経営を開始するというもので、図面は２３ページに示しています。 
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  地域委員会としては、農地法３条第２項の各号の全部効率利用要件、農作業の常時従事要件

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

います。 

  それと、６７ページの番号３番ですが、譲渡人が農業用倉庫を建てるときに、１２平米だけ

はみ出して農地に建てたものです。譲渡人から始末書が出ておりますので、朗読します。 

  今般提出いたしました、農地法施行規則第２９条第１項に規定する農業用施設等の届出につ

いては、私が平成１８年に母屋の建築と同時に、農業用倉庫として建築した際に、隣接地の○

○番の農地に一部かかってしまったものです。当該農地を建物と同時に売買するに当たり、農

地に農業施設を建築する際には農地法の届出が要ると知り、反省しております。今後は十分留

意するようにいたしますので、何分御配慮を承りますようお願い申し上げます。という始末書

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２０番並びに関連する６７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。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号２０番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

連の報告第３号の番号３番、該当転用届について、御承知おきください。 

○議長 復席してください。 

 

（該当委員復席） 

 

～ 議案第２号 番号２番 ～ 

～ 報告第１号 番号２番 ～ 

～ 議案第２号 一時転用 番号１番 ～ 

 

○議長 それでは、次の議案第２号、農地法第４条の規定による農地等の転用許可申請承認につ

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２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。 

○委員 番号２番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号２番は、現在の住宅が手狭になったため、その奥の土地に一般住宅を建築したいという

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

  転用面積は、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。 

  続きまして、報告第１号の番号２番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号２番は、隣接地の造成に伴う作業車の通路とか、また一時的に資材やら重機などの置き

場所として、利用させてほしいという一時利用の届出でございます。図面は同じく１８ページ

に示しております。 

  利用期間は、１２月１５日から令和４年２月１４日まで、３カ月以内ということで、隣接所

有者及び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。 

  また農地に復元されることも確実であり、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。 

  ２６ページ議案第２号の番号２番、並びに５７ページの番号２番の一時利用の届出について

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。 

  なお、５７ページの番号２番、農地の一時利用の届出について、御承知おきください。 

  続きまして、２８ページ。農地法第４条の規定による農地等の一時転用許可申請承認につい

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、一時転用、番号１番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  市島地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号１番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  これは、かさ上げのための申請です。１．７メートルのかさ上げで、栗を植える予定となっ

ております。 

  所有者と事業者の双方の思惑が一致したということで、事業費は０円。 

  進入路は、道から鉄板を敷いて、土砂を搬入するということになっております。 

  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間違いがない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 鉄板敷いて、道から進入されるのですか。 

○委員 ここの大きい道ありますね、右側に。橋が右側に。ここから沿うように鉄板を敷いて。

ほかの人は通られない。 
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○委員 右から行くん。 

○委員 大きい道から鉄板敷いて入ります。 

○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２番、番号４番～番号８番 ～ 

～ 議案第３号 使用貸借権設定 番号１番 ～ 

 

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

たします。 

  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、番号４番、番号５番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  氷上地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号１番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号１番は、譲受人が一般住宅を新築するため、祖母から孫へ所有権を移転し、転用する申

請です。図面は３３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等で、

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

請内容に問題ないことを確認しています。 

○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、売買により取得し、倉庫、露天駐車場、進入路用地として利用するための申請

です。図面は３４ページに示しているとおりです。 

  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の農地であるため、第２種

農地と判断されると考えます。 

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

と思われます。 

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

も申請内容に問題がないことを確認しています。 

  なお始末書が添付されていますが、これは譲渡人が農地法の手続が必要なことに気づかず、

無断で転用し、倉庫を建てたことについて、深く反省しているという内容です。 

  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○番の○○が説明いたします。 
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  番号４番は、譲受人が一般住宅の一部として利用するため、親から子へ所有権の移転を申請

するものです。図面は３５、３６ページに示しております。 

  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

のため、第１種農地と判断されると考えますが、転用目的が集落に接続して、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、申請地には既に一般住宅が建っておりますので、始末書が添付されております。 

  よろしく御審議のほど、お願いいたします。 

  続きまして、番号５番を、同じく議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号５番は、親子による売買にて、一般住宅を建築しようとするものです。図面は３７ペー

ジに示しております。 

  申請地の農地区分は、上下水道が埋設されている沿道にあり、かつ５００メートル以内に医

院が２カ所存在するため、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

も申請内容には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。 

  番号４番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

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

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  番号５番について、質問、意見等はございませんか。 

○委員 ３７ページの地図を見ると、西側道路と本件当該地との間に、薄い道路みたいなのがあ

るんですが、これは何ですか。 

○委員 西側に里道があり、その上に農作業場があります。農作業場へ入る進入路が、この里道

だけでは狭いので、拡幅をして、農作業場へ入れる道路を、３メートル道路にして造ったとい

う経緯がありまして、この土地は市の道路です。私でなくて市の道路として、利用されており

ます。同じ持ち主さんで、道路拡幅のために広げられたという経緯があります。 

○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） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

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

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号５番は、許可相当と意見を付して、進達すべきものと決

定いたします。 

  次に、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６番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  青垣地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号６番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号６番は、譲受人が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３８ペ

ージに示しております。 

  パネルの枚数は２２８枚で、出力は８５．５キロワットとなります。 

  ３８ページを見ていただきますと、図面の太線で囲んであります街区の中で、宅地の面積が

４７．３パーセントとなり、４０パーセントを超えておりますので、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６番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

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

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号６番は、許可相当と意見を付して、進達すべきものと決

定いたします。 

  続きまして、山南地域の案件につきまして、事務局説明をお願いします。 
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○事務局 議案第３号、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確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号７番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号７番は、売買により太陽光発電設備を設置するための申請です。図面は３９ページに示

しています。 

  申請地の農地区分は、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。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、許可が得られましたら、地元との協定を結ぶ予定だそうでございます。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 山南地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号７番について、質問、意見等はございませんか。 

（「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。 

  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３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○番の○○が説明します。 

  番号８番は、一般住宅を新築するための申請です。図面は４０ページで、申請地の農地区分

は、公共施設から３００メートル以内にあるため、第３種農地と判断します。 

  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。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。 

  続きまして、４１ページ、議案第３号、農地法第５条の規定による農地等の使用貸借権設定

許可申請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たします。 

○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。 

  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１番を議席番号○番の○○が説明させていただきます。 

  番号１番は、借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、転用する案件

です。図面は４２ページに示しています。 

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

未満のため、第２種農地と判断されると考えられます。 

  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。 

  使用貸借契約書も添付されています。これは４月に農振除外をしていただいたもので、貸人

が以前、借人からすれば祖父になる方が農振除外後に亡くなったもので、葬儀の関係で遅れて

おりました。 

○議長 山南地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号１番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

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

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

定いたします。 

 

～ 議案第４号 番号１番～番号３番 ～ 

 

○議長 続きまして、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 事務局から説明が終わりました。 

  柏原地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号１番を、議席番号○番の○○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。地図は４５ページに示しています。 

  １０月１３日に現地を確認したところ、現地は公民館が建っており、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思われます。 

  また農地でなくなった時期は、昭和１３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。 

  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。 
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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、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２番、番号３番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  春日地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号２番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号２番につきましては、地目変更のための非農地証明願です。図面につきましては４６ペ

ージに示しております。 

  １０月１３日の春日地域委員会で現地を確認したところ、現地におきましてはこの図面を見

ていただいたとおりですけども、この場所の右側に墳墓があり、そこへの進入路となっており

ます。  

農地への復旧は困難でありまして、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６２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

会としては、証明することは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。 

○委員 番号３番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号３番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は、４７ページに示しております。 

  １０月１３日に現地を確認したところ、○○番はカーポート、○○番は庭の一部となってお

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。 

  また農地でなくなった時期は、○○番は昭和５４年頃、○○番は平成６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。 

  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２番について、質問、意見等はございませんか。 

○委員 ちょっと聞き取りにくくて、これはどこへの進入路って言いました、今。 

○委員 図面を見ていただいたら分かりますように、この場所の横、右側に墳墓といい古い古い

墓地があります。ここが入り口ですね。ここへ入るために、そこを使っておられるということ

で、一応進入路ということにしております。 

○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。 
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  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。 

  

～ 議案第５号 番号１番 ～ 

 

○議長 続きまして、４８ページ。議案第５号、農地等の競売に対する買受適格証明承認につい

て、事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第５号、番号１番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  氷上地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号１番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号１番は、申請人が丹波市税務課の公売による入札に参加するための申請でございます。

図面は、５０ページに示しております。 

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

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

しております。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○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。 

  議案第５号の番号１番、農地等の競売に対する買受適格証明承認について、証明相当として

よろしいですか。 

（「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、農地等の競売に対する買受適格証明

承認については、証明すべきものと決定いたします。 

  ここで休憩を取りたいと思います。この時計で１５分まで休憩したいと思います。 

 

(休憩) 

（再開） 

 

○議長 会議を再開いたします。 
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～ 議案第６号 番号１番、番号２番 ～ 

 

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

題といたします。 

  事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第６号、番号１番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  氷上地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号１番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  丹波市長より、住まいるバンクに附随して売買を希望する農地について、別段の面積設定の

依頼を受けたため、平成２８年１２月２１日、「空き家に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、現地調査を行い

ました。図面は５３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、現況が復旧困難な農地でないこと等を確認しています。 

  なお、○○番を御覧ください。下に、建物らしき形が載っていますけど、これは現地確認し

ましたところ、農業用倉庫でした。よって次回、別段の面積に基づく３条申請が出されると思

いますが、そのときに届出をするように、また始末書の添付を要求しております。 

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

断し、別段の面積を提案のとおり定めることとして、よろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１番は、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。 

  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６号、番号２朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  春日地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号２番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  丹波市長より、住まいるバンクに附随して売買を希望する農地について、別段の面積設定の

依頼を受けたため、平成２８年１２月２１日、「空き家に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、１０月１３日に

現地調査をいたしました。図面は５４ページに示しております。 

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

されていないが、現況が復旧困難な農地でないこと等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。 
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○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 意見がないようですので、採決をとります。 

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

断し、別段の面積を提案のとおり定めることとして、よろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

定めることについて、新たに別段の面積を定めることといたします。 

 

～ 議案第７号 ～ 

 

○議長 続きまして、議案第７号、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。 

  事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第７号、朗読。 

○議長 それでは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番について、１０月１３日の柏原地域委員会において確認しましたが、この方は

地域の農業者グループに所属し、頑張って地域の農業を守っている方でした。 

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

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

はございません。 

○議長 柏原地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  柏原地域における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、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２番から番号４番まで、１０月１２日の氷上地域委員会におきまして確認をいたし

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

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

はありません。 
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○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 意見がないようですので、採決をとります。 

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

異議がないと回答することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

照会のとおり決定することに、異議がないと回答いたします。 

  復席をお願いいたします。 

 

（該当委員復席） 

 

○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 １０月１２日に番号５番から番号１２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異議はございません。 

○議長 続いて、春日地域委員会から確認報告をお願いします。 

○委員 番号１３番から番号１７番まで確認いたしました。全ての農地について効率的に耕作し、

農作業に常時従事するなど、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 山南地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 １０月１１日に番号１８番を確認しましたが、この農地について効率的に耕作し、農作

業に常時従事する等、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考え

られますので、決定することに特に意見はありません。 

○議長 続きまして、市島地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 １０月１１日に番号１９番から番号２４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。 

  特に１９番について、借受人が○○在住ですが、仕事場が竹田の○○○で、御存じのとおり

農地を耕作して、子どもたちにも学習園として指導したりしております。そこで本人も一緒に

働いており、機械等はそこの会社の機械を使用するということでございます。 

○議長 青垣・春日・山南・市島地域委員会の確認報告が終わりました。 

  質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  青垣・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。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、青垣・春日・山南・市島地域における農用地利用集積計画の
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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 続きまして５６ページ。報告第１号、農地の一時利用届について、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○番の○○が説明します。 

  番号１番は、現在素掘りの用水路となっているため、これからＵ字溝のトラフの設置をされ

るという計画になっております。外幅４２センチのトラフが入ります。工事用の進入路は、縦

の２本線が入っている場所、地権者及び地元の同意もあり、特に問題がないことを確認してお

ります。 

  この申請地から５０メートルほど上には、○○があり、今回の工事の図面の右端から、斜面

のほうの用水路に流れて、黒井川、竹田川、美和川、日本海へ注ぐ○○の水路になるというこ

とになっております。 

○議長 氷上地域委員会から補足説明が終わりました。 

  質問等はございませんか。 

（「質問なし」と呼ぶ者あり） 

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

承知おきください。 

  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。 

○事務局 報告第１号、番号３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せんか。 

○委員 議席番号〇番の○○が説明します。残土仮置場ですが、今年４条で農業用倉庫を建てる

として許可が下りましたんで、その残土を一時的に置くための届です。 

○議長 山南地域委員会からの補足説明が終わりました。 

  質問等はございませんか。 

（「質問なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 質問等がないようですので、報告第１号の番号３番、農地の一時利用届について、御承

知おきください。 

 

～ 報告第２号 ～ 

 

○議長 続きまして、報告第２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２号、番号１番～番号３番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  春日地域委員会から補足説明をお願いいたします。 
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○委員 番号１番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号１番は農業用ビニールハウスを建てようとするもので、周辺が水田のため、水が浸入す

るため、１５センチほど高くしたいという届出です。 

○議長 番号１番につきまして、補足説明をしていただきました。 

  質問等はございませんか。 

○委員 個別ではないんですけども、やはり形状変更に関しての、この始末書とかがあるんです

けど、もうちょっとまた５条とか４条とか違う、今回始末書出てませんけど、一般論です。例

えばこの下の番号４番も同じことですけど、始末書、大目に見てあげれたらええんかなと。た

だそれだけです。 

○議長 番号４番にも始末書があるべきですけども、このようなことがあった場合どうかってい

うことですね。 

○委員 そういうことです。 

〇委員 番号２番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号２番は農地をかさ上げして、柿、栗を植えたいというもので、図面は６３ページにあり

ます。 

  当該農地は、深く、ぬかるむことが多いため、かさ上げをして利用しようというものです。 

  隣接所有者、地元自治会、農会、水利組合など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。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長 番号２番につきましても、補足説明をしていただきました。 

  質問等はございませんか。 

（「質問なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 それでは先ほどの番号１番、そして番号２番につきまして、御承知おきください。 

  番号３番につきまして、補足説明はございますか。 

○委員 番号３番を、議席番号○番の○○が補足説明させていただきます。 

  番号３番は、届出済の隣接地、上２筆ありますが、同じ自分の農地なんですが、同じレベル

までかさ上げを実施して、一体の畑として栽培したいとの届出であります。図面は６４ページ

に示しておりますので、御覧ください。 

  そのために、届出済の○○番のうち、法面の２７．６平米も合わせてかさ上げされる届出を

されております。 

  地域委員会としては、農業の効率利用上も特に問題ないと思われます。 

  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、農地の形状変更届についての番号３番、御承知おきくださ

い。 

  続きまして、山南地域の案件につきまして、事務局説明をお願いします。 

○事務局 報告第２号、番号４番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 
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  山南地域委員会から補足することはございませんか。 

○委員 番号４番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  ６５ページに地図をつけておりますが、山際の細長い田んぼでして、非常に排水が悪いとい

うことで、排水路を設置しております。ただ簡単な工事でしたので、事前にされて、１０月１

１日に見にいったときにはもうほとんどでき上がっとったという格好で、始末書を添付してい

ただいております。よろしくお願いします。 

○議長 山南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、番号４番につきまして、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、事務局説明をお願いし

ます。 

○事務局 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。 

  氷上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、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  この届出は、農地の一部を利用して、農作業場及び農作業物置場並びに直売所として利用す

るものです。図面は６８ページに示しております。 

  農業用施設用地、５２平米余りにコンテナを設置して利用するもので、仮の施設で移動可能

なものです。現在はイチゴの栽培を行っており、それについての直売所、作業用の荷物置場と

いうことで、届出されておられます。 

  それで駐車場につきましては、この申請書図面の右側のとこに、植木屋さんの物置がありま

して、そこを駐車場としてお借りされているということで、お聞きしております。 

○議長 補足説明が終わりました。 

  質問等はございませんか。 

（「質問なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 質問等がないようですので、報告第３号の番号１番につきまして、御承知おきくださ

い。 

  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 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。 

  春日地域委員会から補足することはございませんか。 

○委員 番号２番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号２番は、農地の一部に簡易な農業用倉庫を建てて利用しておりまして、申請人の父親が

届出の必要を知らなかったということで、届を出すよう指導しました。始末書添付となってお

ります。 

○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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  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、該当転用届について、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２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。 

  柏原地域委員会。 

○委員 別にありません。 

○議長 山南地域委員会。 

○委員 ありません。 

○議長 それぞれ公共工事ということで、届が出ておりますので、何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 続きまして、報告第５号、電気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５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せんか。 

○委員 鉄塔に関する部品を運ぶためのヘリコプターの基地になります。 

○議長 ありがとうございました。 

  質問等はございませんか。 

（「質問なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 質問等がないようですので、報告第５号、電気事業者による届出について、御承知おき

ください。 

 

～ 報告第６号 ～ 

 

○議長 報告第６号、農地法第３条の規定による許可の取消願について、事務局説明をお願いし

ます。 

○事務局 報告第６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。 
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○委員 特にありません。 

○議長 内容につきましては、ここに書いてあるとおりになるということで。 

  質問等はございませんか。 

（「質問なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 内容につきまして、御承知おきください。 

  それではここで、議長を足立副会長に交代いたします。 

 

～ 報告第７号 ～ 

 

○議長 それでは再開します。報告第７号、農業経営改善計画の認定について事務局説明をお願

いします。 

○事務局 報告第７号、番号１番朗読。 

○議長 これについて、山南地域委員会から補足説明ありませんか。 

  質問等はございませんか。 

（「質問なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 それでは、御承知おきください。 

 

～ 協議第１号 ～ 

 

○議長 続きまして、協議第１号に移ります。別冊です。 

  令和４年度丹波市農業振興施策に関する意見について、事務局説明をお願いします。 

○事務局 協議第１号、朗読。 

○議長 この件につきまして、農業施策検討委員会委員長の○○委員より、お願いします。 

○委員 各地域委員会でお目通しをいただいておりますが、令和４年度丹波市の農業振興施策に

関する意見について、農業施策検討委員会の報告をいたします。 

  丹波市の農業振興施策に関する意見を提出するに当たり、８名の農業委員を検討委員会の委

員として、３回の会議を開催し、意見内容について慎重に検討を行ったところでございます。 

  まず農業委員会委員、４９名に対して、日常活動における農業者の意向や、現場からについ

て照会を行い、提案があった意見項目について取りまとめ、その後検討委員会において、協議

を行いました。 

  いずれの意見も、丹波市の農業を振興する上で必要な項目でございましたが、検討委員会で

は直ちに対応が必要と認められるものを、目次の３点に絞り、令和４年度丹波市の農業振興施

策に関する意見といたしました。 

  前文では、令和３年産米の概算値、買取り価格の大幅低下が稲作経営に直撃しており、１０

アール当たり約５万円の生産費不足が生じている状況について、当局と危機感を共有するため

の内容としております。 

  大項目につきましては、昨年度に引き続き、魅力ある丹波市農業にするために、農村環境の

保全、農地の維持管理について、有害鳥獣対策についての３点としております。 

  １点目は、魅力ある丹波市農業にするための農産物の振興についてでございます。 

  近年、少子高齢化による人口減少や、コロナ禍による生活の変化によって、食生活が大きく
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変化し、農産物の価格の低迷や農業者の減少など、情勢は厳しいものとなっております。 

  令和３年５月に農水省が策定した「緑の食料システム戦略」では、有機農業の推進やスマー

ト技術などによる技術改新とともに、地域内外の様々な人が、農業の支え手として参画するこ

となどが掲げられております。この文言について、地域委員会からの意見に伴い、国の動向に

関する記述に修正したところでございます。 

  本会としても、これまでから提案を行ってきた方向であり、地域の特性を生かした新たな農

業をつくっていく必要があります。 

  このことから、まずは、市全体で生産から流通・販売までの全体の仕組み、いわゆる売れる

仕組みをつくっていく。マーケティングを実践し、計画していくことが必要であることから、

その仕組みづくりを担う人材や、組織の育成などの体制整備を提案するものでございます。 

  ２点目は、農村環境の保全、農地の維持管理についての、農業者による公共物等の除草負担

軽減についてです。この項目については、過去数年間にわたり継続して提案をしております。

現状公共物等の除草の多くは、隣接する農地の耕作者の努力により行われておりますが、耕作

者の高齢化が進む中で、耕作者だけで除草を継続していくことは困難であり、地域関係団体が

一丸となって農村環境を保全することが必要で、その取組みに向けた仕組みづくりの検討を提

案するものでございます。 

  ３点目の有害鳥獣対策についての１番目は、効率的・効果的な有害鳥獣捕獲の実施について

です。狩猟者の御協力により、有害鳥獣捕獲活動が実施されておりますが、近年シカによる被

害だけでなく、イノシシによる農道、水路等の法面や、畦畔の掘り返しによる崩壊が、市内の

各地で多発しております。 

  中でも水稲の収穫作業中の圃場内を住処とするなど、イノシシの大胆な行動が目立ってきて

おり、被害の発生が営農意欲の低下と、耕作放棄地を増加させる大きな要因となっております。

従来では、実施されている銃器、箱わなに加えて、市内全域で積極的なくくりわなの実施によ

り被害発生個所に応じた、効率的・効果的な捕獲の推進を提案するものでございます。 

  ２番目は、野猪等被害防止柵等設置事業の拡充についてです。野猪等被害防止柵等設置事業

についても、農会等の集落全体での対策を基本とし、防護柵の設置を促進するもので、その補

助対象者は、農会、生産組合、自治会や、自作している認定農業者等に限定されております。 

  耕作者の大半を入作者が占めるエリアにおいては、違う補助対象者としている農会、生産組

合、自治会が中心となって、合意形成を図ることが困難であり、防護柵の未設置による被害発

生が、営農意欲の低下や耕作放棄地の発生につながっております。 

  このことから、耕作者の大半を入作者が占めるエリアにおいては、耕作者単独での防護柵設

置であったとしても、組織に属さず、農会等で取り組むことが困難なものと同様に、資材の５

０パーセントが補助対象となるように、制度の拡充を提案するものでございます。 

  以上、委員会からの報告を終わります。 

  後になりましたが、意見の作成に当たり、各地域委員会からの御意見をいただきました。ま

た、資料制作に当たり、まとめていただいた事務局に、御礼を申し上げます。 

○議長 ありがとうございました。 

  ただいま報告いただきました意見書（案）につきましては、これはそれぞれ地域委員会のほ

うで十分に御協議いただいたものだというふうに思っております。 

  特別今ここで、これだけは言いたいといことがありましたら、何かございますか。 
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  ないようでしたら、この意見書（案）を意見書として提出するということで、よろしいでし

ょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 それではこの内容で提出させていただきます。 

  １０月２８日に、農業施策検討委員会の皆さんと正副会長で、市長のほうに提出をさせてい

ただく手はずになってございます。 

  それでは協議第１号は、承認いただいたということで、よろしくお願いします。 

  この機会でございますので、何かほかに御意見等ございますか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ないですか。事務局、どうぞ。 

○事務局 （連絡事項） 

○議長 それでは本日はこれで閉会といたします。 

  大変御苦労さんでございました。 
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会議の顛末に相違ないことを認め、署名いたします。 

 

   令和３年１０月２５日 

 

            議           長               ○印  

 

 

            議事録署名委員（１２番委員）              ○印  

 

 

            議事録署名委員（１３番委員）              ○印  


