
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度 第６回丹波市農業委員会 

定例総会議事録 

令和３年９月２７日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 1 - 

 令和３年度 第６回定例総会議事録 

  

１．日 時  令和３年９月２７日 午後１時３０分 

２．場 所  丹波市立春日住民センター大会議室 

３．出席者 

○農業委員 （２４名） 

 （柏原地域） １番 古倉 一郎  ２番 矢本 規夫 

 （氷上地域） ３番 芦田 義彦  ４番 足立 正典  ５番 金子 隆司 

  ６番 德田 義信  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 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 認定電気通信事業者による届出について 

  報告第 ７ 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 ８ 号 青年等就農計画の認定について（別冊） 

     

５．閉会 
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１． 開会 

○議長 ただいまより、令和３年度丹波市農業委員会第６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、２４名の農業委員、全員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、議席番号１０番、足立俊哉委員、議席番号１１番、足立信昭委員、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１３番 ～ 

～ 議案第３号 所有権移転 番号３番 ～ 

～ 報告第２号 番号１番、番号３番 ～ 

～ 報告第３号 番号２番、番号３番 ～ 

～ 報告第７号 番号１番 ～ 

 

○議長 それでは議事に入ります。 

日程４、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、議案第３号、番号３番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。議案第１号の番号１番と番号２番、そして議案第３号の

番号３番を、併せて審議いたします。 

  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番と番号２番、５条の番号３番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号１番と番号２番は、先月下限面積の特例で、別段面積の設定を受けた農地です。図面６

ページの中央の建物が、住まいるバンクで購入される住宅です。６ページの住宅の南側、３筆

が番号１番の案件、北側が番号２番の案件です。 
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  ○○番では栗が成長しており、そのまま栗を栽培する。そのほかの農地については、野菜を

栽培するという計画です。 

  また○○番の西側に里道がありますが、幅が狭く、以前は○○番の畑を一部踏んで通行して

いたというふうに思われます。今回分筆をして、住宅への進入路とするため、○○番の右側東

側ですけど、５条転用も併せて提出されています。 

  ５条の農地区分については、第１種農地、第２種農地、第３種農地のいずれの要件にも該当

しない農地であり、中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となっていない小集団の生産

性の低い農地ということで、第２種農地と判断をしております。 

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

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

しています。 

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

しています。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長 柏原地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  ２ページの番号１番と番号２番、そして２５ページの番号３番、いずれも併議として取り扱

いたいと思いますので、全てにおいて、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。 

まず、議案第１号の番号１番と番号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１番、番号２番は、許可すべきものと決定いたします。 

  続きまして、２５ページの５条番号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。 

  それでは復席をお願いします。 

 

（該当委員復席） 

 

○議長 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３番～番号７番、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。 

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、番号４番、報告第２号の番号１番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号３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。図

面は８ページに示しております。農地は３枚でございます。 

  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と確認して
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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。図面は９ページに示しております。 

図面の斜線を引っ張っているところでございます。左側の○○さんという人が、譲受人でご

ざいます。この木が立っているところの横、左側が進入路になっております。ここから自分の

田んぼに入っていくということでございます。 

  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

しております。これは農用地区域外でございます。 

併せて報告第２号の６３ページでございます。農地の形状変更についての番号１番を報告し

ます。 

番号１番は、農地法第３条で農地を取得し、農地を７０センチかさ上げするということで、

かさ上げ後は花卉、野菜を作られると聞いています。 

南側が山裾になっているために、そこだけ擁壁を設置する予定をされているということでご

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５番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号５番の申請人は○○関係であります。譲受人は、○から農地を譲り受け、経営規模を拡

大したいということです。図面は１０ページになります。 

  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。 

  番号６番についても、議席番号○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す。図面は１１

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

しております。 

  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○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１１ペ

ージに示しております。 

  申請人は、○○でありまして、農地所有適格法人としての利用等の状況等も添付されており

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。 

○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３番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

番号３番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

番号４番及び６３ページの番号１番の形状変更についてのかさ上げの届も出ております。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。 

  なお、６３ページの番号１番、形状変更の届出について、御承知おきください。 

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、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１１番、報告第３号、番号２番、報告第７号、番号１番

報告第２号、番号３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。 

いろいろと関連するものがたくさんありますので、春日地域委員会からそれらも含め、報告

をお願いいたします。 

○委員 番号８番を、議席番号○番○○が説明をいたします。 

  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、図面は１３ペ
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ージに示しております。 

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

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

確認しております。 

  現在この方は、上三井庄○○番地の上ですね。○○さん、図面上はちょっと字が小さいです

けども、１年ほど前に民家を購入されて、そこを中心に活動されております。市島町にある農

の学校の卒業生で、地元で頑張って農業をしたいということで、夢を持っておられるようでご

ざいます。 

  農作業用のトラクター１８馬力は、まるっきり新車を購入されました。それと耕運機１台、

刈払機１台、軽トラック１台ということで、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。 

  その中で、２アール未満の届出がございます。 

  番号２番は農地の一部に、農業用施設を既に建築していたというもので、図面は１３ページ

に示しております。 

畑２２９平米のうち３５平米で、軽量鉄骨造、鋼板葺平家建の農作業倉庫でございます。な

お、この案件には始末書が添付されておりますので、朗読をさせていただきます。 

  「始末書」、農機具庫ということです。今般上記土地に対し、農地法施行規則第２９条第１

項の規定により、農地の転用届出手続をいたしますが、現在同土地には、既に農機具庫を建築

し、これまで利用してきました。また今後も申請人において、同様に利用される予定です。こ

のことは、農地法の許可を得ずにしており、深く反省しております。今後このようなことがな

いよう、法令遵守いたしますので、何とぞ御許可をいただきますよう、お願い申し上げます。

ということです。 

  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、図面は１４ペ

ージに示しております。 

地域委員会としては、農地法第３条第２項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。 

図面を見ていただいたら分かると思いますが、前の持ち主の○○さんという家が、斜線で引

いていただいとる土地の真ん中あたりにございます。その右下に、道を挟んで四角で囲んだ土

地と言いますか、家がございます。そこで、この方も既に２年前ぐらいに、その古家を買われ

て、ここを中心に活動されております。農機具は、トラクター１台、コンバイン１台、田植機

１台、乾燥機１台、草刈機５台と聞いております。 

この方は農業が初めてで、農業をしてみたいということで、この○○という谷あいの田んぼ

３．５ヘクタールほどの土地を、○○夫婦と共同で作業をされておりまして、ほとんどの農機

具は、この○○さんの農機具を利用し、見習いから始めて、現在に至っておるようです。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員 次に、番号１０番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号１０番は、農地を売買によって取得し、経営規模を拡大したいというもので、１５ペー

ジに図面をつけております。 
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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。 

  申請地は、所有者が都会に出られて、管理されずに７年放置された耕作放棄地であり、２メ

ートル近い雑草が生い茂っております。今回隣接地に所有する申請人が購入するということで

農地として復元し、利用するものです。 

  図面を見ていただいたら分かりますが、２筆を同時にかさ上げした上で、畑として利用した

いということで、６３ページに形状変更届が出ております。 

  さらに、その２筆にまたがって農作業場を建てたいとして、２アール未満の届も併せて出さ

れております。 

  地元自治会、農会、水利組合、隣接所有者の同意も得られ、集落の景観、安全問題など、大

きく改善することが見込まれ、地域委員会としても問題ないと考えております。 

  結局この２筆を３条で購入し、形状変更届を出して埋め立てし、さらに一部の倉庫を建てる

ということで、該当転用届と、三段階にわたって申請が出されます。 

○委員 続きまして、番号１１番を、議席番号○番、○○が説明いたします。 

  譲受人は、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

ジにお示ししております。 

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

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

しております。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長 春日地域委員会からの確認報告が終わりました。 

まず３ページに戻っていただきまして、３ページの番号８番と、関連で６７ページの番号２

番を併せて、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。 

また、６７ページの番号２番についても御承知おきください。 

続きまして、４ページの番号９番につきまして、質問、意見等はございませんか。 

まず、８０ぺージの報告第７号で、前回の取消願が出ており、その上でこの番号９番の申請

ということになります。 

質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  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。 

  なお、８０ページの報告第６号、取消願については、御承知おきください。 
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 番号１０番について、並びに６３ページの番号３番、並びに６７ページの番号３番も含め、

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。 

  関連する６３ページの番号３番と６７ページの番号３番についても、御承知おきください。 

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。 

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１２番、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１２番を、議席番号○番の○○が説明します。 

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

  続きまして、番号１３番を、議席番号○番の○○が説明します。 

番号１３番は、農地を売買により取得し、経営を開始したいというもので、図面は１９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。 

○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１２番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

番号１２番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  次に、番号１３番について、質問、意見等はございませんか。 
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  はい、お願いします。 

○委員 先ほどの御説明で、新規就農のようなお話に聞こえましたが、耕作面積２６４平米、こ

れはどういうことでしょうか。 

○議長 はい、市島地域委員会。 

○委員 下限面積の関係で、利用権設定をされていると聞いています。 

○委員 この分については、すでに利用権で耕作されているのですね。 

○委員 はい。 

○議長 ほかに質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

番号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。 

 

～ 議案第２号 番号１番、番号２番 ～ 

 

○議長 次に、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。 

青垣地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号１番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号１番は、露天駐車場と農作業場、露天農機具置場ということで、利用するための申請で

ございます。 

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

未満であるため、第２種農地と判断されると考えます。 

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

  また転用面積は、事業計画に妥当なものであり、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。 

  この申請人は、この場で野菜等を作っておられ、その作業場ということでございます。 

自己資金が○○万円というのは、これは造成工事を申請前にされておりまして、そのための

資金ということでございます。それに対しての始末書が添付されています。 

  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） 
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○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。 

○議長 次に、番号２番について、事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第２号、番号２番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

 春日地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号２番につきまして、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、堆肥舎を建設するための申請でございます。図面につきましては

２３ページにございます。 

  この区域は、農振農用地区域でございまして、申請人はお二人で、そのうち○○さんは、一

時丹波市を離れられていましたけれども、地元の出生地へ帰ってこられまして、和牛を飼育さ

れておられます。年齢的には若い方でございますけれども、一生懸命されております。 

  特にここにつきましては、いろんなところを選定されましたけれども、特にこの地域から大

分離れたところでございますし、またこの申請につきましては、丹波市の環境課にも問い合わ

せたり、そしてまた兵庫県のほうにそういう届出ですか。家畜排泄物法に基づくことでござい

ますので、それにつきましても、環境基準もございますので、堆肥舎の設置について協議され

まして、きちっと届出等もされております。 

  ここにつきましても、隣接所有者、それから地元自治会長と、またここは圃場整備しており

ますので、土地改良区の同意を得られております。また周辺農地の営農への支障はないものと

思われます。 

  ９月１５日の地域委員会でも、これにつきましては問題ないと確認しております。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○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 氷上町でもその堆肥舎の案件があったんですが、今回の案件につきまして、かさ上げを

するとか、現状の水田のままで、堆肥を置かれるのか。それとも囲いをどうされるのか。汚水

の処理なんかはどういうふうに計画されているのか。分かるとこがあれば、教えていただきた

いなと思います。 

○委員 はい。ここにつきましては、盛り土も何もされません。そして堆肥の面積としては、約

２４坪、８０坪でございます。で今も申しましたように、この田につきましては自家用という

ことで、これにつきましては、兵庫県のほうの排せつ物の基準ということで、下はコンクリー

トを打ち、３面につきましても、きちんとしたコンクリートの擁壁をされて、し尿等が出ない

ような計画をされております。 

  また施設の中のほうは雨が降りましたら、その辺の雨水施設もきちっと想定されておられま

す。特にこれについては、大分本人さんも気を遣いながら、万が一のことがあればということ

でございますので、そういう処理等も、きちんとやっていくということでございます。 

○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。 
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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２番は、許可相当と意見を付して、進達すべきものと決

定いたします。 

 

～ 議案第３号 所有権移転 番号１番、番号２番、番号４番～番号１２番 ～ 

～ 議案第３号 使用貸借権設定 番号１番～番号５番 ～ 

～ 議案第３号 賃貸借・一時許可申請 番号１番 ～ 

～ 議案第４号 番号２番 ～ 

～ 報告第１号 番号３番 ～ 

 

 

○議長 続きまして、２４ページ、議案第３号、農地法第５条の規定による許可申請承認につい

てを議題といたします。 

事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第３号、番号１番、番号２番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。番号１番と番号２番については併議といたします。番号

３番については、先に審議しておりますので、柏原地域委員会については番号１番、番号２番

につきまして、併議として説明をお願いします。 

○委員 番号１番と番号２番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号１番と番号２番は、一体開発です。譲受人がテナントを建設するため、転用しようとす

る申請です。図面は２７ページに示しているとおりです。 

  申請地の農地区分は、街区の面積、１万８，７３６平米、宅地の面積、９，５１１平米。宅

地の割合５０．７パーセントで、４０パーセント以上が宅地になっている区域にあるので、第

３種農地と考えます。 

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

われます。 

  テナントは２件で、駐車場は８台です。テナントに入るお店も業種も、決まっていないと聞

いています。 

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

ります。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 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、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１番、番号２番について、許可相当と意見を付して進達することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１番、番号２番は、許可相当と意見を付して、進達すべ

きものと決定いたします。 

  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。 
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○事務局 議案第３号、番号４番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  氷上地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号４番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  ４番は、売買により農地を取得し、露天資材置場として利用するための申請です。図面は２

８ページに示しています。 

申請地の農地区分は、申請地が土地改良事業の受益地であるため、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項各号に該当せず、いずれも申請

内容に問題がないことを確認しています。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長 氷上地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号４番について、質問、意見等はございませんか。 

○委員 ちょっと勉強不足なんですが、第１種農地で、農振農用地外という、農振地ではないと

いうことですよね。 

○事務局 ○○委員さんからの質問ですけども、農振農用地区域内か外かという御質問でござい

ます。農用地区域外でございます。 

○委員 で、５条の例外規定になる。既存施設の２分の１以内の面積だからということで。 

〇事務局 事務局でございます。 

  先ほど氷上地域委員会から確認報告があったとおり、農用地区域外ですけども、土地改良の

施行区域内ですので、第１種農地というふうに地域委員会では判断されています。 

で、既存施設に対しまして、２分の１以下の今回の拡張ですので、１種の例外規定でという

判断を地域委員会ではされているということでございます。 

○委員 分かりました。 

○議長 よろしいでしょうか。 

  ほかに、番号４番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

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

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

定いたします。 

  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５番～番号７番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  まず番号５番と番号６番について、春日地域委員会から説明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○番の○○が説明いたします。 

  番号５番は、売買により農地を取得し、一般住宅として利用するための申請でございます。 
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図面は２９ページにございます。 

申請地の農地区分は、街区の中の割合について、宅地の割合が６２．４パーセントございま

すので、第３種ということで、さしていただきました。特に隣接地域は、住宅が連たんしてい

る地域でございまして、隣接所有者、また地元等の同意も得られており、特に周辺農地の営農

への支障はないものと思われます。 

また、９月１５日に地域委員会としても現地を見、そして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ということを確

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６番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号６番は、売買により取得し、建売分譲住宅を新築開発しようとするための申請です。図

面は１５、１６ページに示しております。 

  申請地の農地区分は、上下水道が埋設されている道路の沿道で、５００メートル以内に教育

施設、医療施設が存在するため、第３種農地と判断されると考えます。 

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

また転用面積は必要最小限であり、雨水排水についても、敷地内に排水溝を設置し、隣接す

る用悪水路へ排水されます。接続部分については、地元自治会関係者と協議して、補強工事を

行うことで、合意されております。 

なお、建売住宅は１６ページに図面がついておりますが、３戸を建てる予定です。入居希望

者もあるように聞いております。 

地域委員会としては、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ない

ことを確認しております。 

  ３戸で自己資金○○万円と安いように思うんですが、申請人は自分で工務店をされておりま

して、安く金額が上がってきとるというように思います。 

○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。 

  番号７番ですが、農業委員会等に関する法律第３１条に該当する方がいらっしゃいますので、
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退席をお願いします。 

 

（該当委員退席） 

 

○議長 それでは番号７番につきまして、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７番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  図面は３０ページにあります。番号７番は、譲受人が農地を譲り受けて、貸露天資材、重機

置場として造成して、これを賃貸借するために、転用したいというものです。 

  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４０パーセントを超えており

ますので、第３種農地と判定できます。 

  譲受人は、現在不動産業を営む法人であり、その業としてこれを適法に買い受けるために、

申請されているもので、第三者の建設業者と、許可を受けてからを条件に賃貸借契約を交わし

ており、その写しも添付されております。 

  また不動産業者であることで、将来別目的の利用も考えられることから、地元自治会との間

で協議の場を重ねた上、同意をしております。 

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、よろしくお願いします。 

○議長 春日地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号７番について、質問、意見等はございませんか。 

（「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。 

  復席をお願いいたします。 

 

（該当委員復席） 

 

○議長 続きまして、山南地域の案件につきまして、事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第３号、番号８番、番号９番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  山南地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号８番、番号９番を議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号８番の申請人は○○関係にあります。譲受人は、○から農地を譲り受け、農家住宅を新

築するための申請です。図面は３１ページに示しています。 

  申請人の職業は農業ではありませんが、御主人が兼業で頑張り続け、農業を営んでおられま

す。 
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  申請地の農地区分は、水道・下水道が埋設された道路の沿道にあり、５００メートル以内に

教育施設２カ所があるため、第３種農地と判断されると考えます。 

転用面積も妥当であり、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。 

  番号９番は、売買により太陽光発電設備を設置するための申請です。図面は３２、３３ペー

ジに示しています。図面の西側、２筆の地目は山林です。 

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。 

  隣接所有者の同意も得られ、周辺農地への支障はないと思われます。また地元等と開発協定

書が結ばれております。 

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

ります。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 山南地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号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。 

  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。 

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１０番～番号１２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１０番を、議席番号○番、○○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す。地図は１９ペ

ージに示しています。 

  申請地の農地区分は、申請農地からおおむね３００メートル以内に鉄道の駅があり、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
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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。 

  続きまして、番号１１番を、議席番号○番、○○が説明します。 

  番号１１番は、売買により一般住宅を建設するための申請です。地図は１８ページに示して

います。 

  申請地の農地区分は、その他の農地で、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。 

○委員 番号１２番を、議席番号○番、○○が説明します。 

  番号１２番は、農地を売買により取得し、一般住宅用地とするための申請です。 

地図は３４ページ、３５ページです。 

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

第３種農地と判断されると考えます。 

  隣接農地、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６７７平米と少し広めではありますが、東側に教育施設の約１０メートルほどの

石垣があり、建築基準法で３メートルの間が必要とされ、それが９４．５５平米になり、従っ

て５８２．４５平米になります。 

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問題がないことを確認しており

ます。 

  ご審議のほど、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１０番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

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

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１０番は、許可相当と意見を付して、進達すべきものと

決定いたします。 

  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。 

  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。 
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  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。 

  続きまして、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。 

  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～番号３番、議案第４号、番号２番説明。 

○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、○と○との間での使用貸借権を設定し、転

用する申請です。図面は３７ページに示しております。 

  この家を建てる場所の前の道に下水管が通っており接続できるようになっております。その

道のちょっと横に細い水路でございます。雨水はここに流すということで聞いております。 

  申請地の農地区分につきましては、街区の面積に占める宅地の面積の割合が、４０パーセン

トを超えるため、第３種農地と判断されると考えております。 

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

内容に問題がないと確認しております。 

  なお、現地を確認したところ、既に一部造成されており、駐車場として利用されております。

始末書が添付されておりますので、読ませていただきます。 

  「始末書。申請地○○番の土地は、５年前までは、柿、ビワ、イチゴなど、自家用野菜を作

っておりましたが、家族の車が増えて、どうしても場所が確保できず、申請地の一部に土を置

いて車を置いてしまいました。誠に申し訳なく思っております。今後は二度とこのようなこと

がないように注意しますので、どうぞ許可をいただきますよう、何とぞよろしくお願いします」

という始末書でございます。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員 番号２番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号２番は、譲受人が一般住宅を新築するため、○○間で使用貸借権を設定し、転用するも

のです。それと同時に、進入路として非農地証明願も出ておりますので、同時に説明します。

図面は３８ページに示しています。 

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

るため、第３種農地と判断されると考えます。 

隣接所有者、地元等の同意も得られ、周辺農地の営農に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

申請内容が問題ないことを確認しております。 

  それとともに、非農地証明分の確認報告をします。４５ページの番号２番です。図面は同じ

３８ページに示しております。 

  ９月１４日に現地確認したところ、現況は、○○番は倉庫、○○番は宅地の一部となってお
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ります。どちらも進入路として利用するものであり、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、○○番は昭和５８年頃、○○は昭和６２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判断しています。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○委員 番号３番を、議席番号○番、○○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、○○と○○の関係で、使用貸借権を設定し、

転用する申請です。図面は、３９ページに示しております。 

  街区における宅地の割合が６７パーセント、よって第３種農地に該当す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と思われます。 

なお、図面のほう御覧ください。現地は、御覧のとおり、どこから進入するのか、現地も現

在そうなっておりました。その辺のところを、住宅建築の会社のほうに確認しました。進入路

は、この斜線、網掛け部分、今回の申請地ですけれども、この長方形の左下、いわゆる南西の

角をずっと目を落としてもらうと、小さい車庫がある。これコンクリートブロック造の車庫に

なっています。ここを取り壊し、そして○○の名前の建物と、今取り壊すと言ったコンクリー

トブロックの間の建物があるんですけども、ここを一部、犬走りを含め、屋根の部分を取り壊

して、ここから重機等資材を搬入するというふうな形で伺っておりまして、配置図もそのよう

に記載されておりました。 

また、直接この農地の許可とは関係ないかも分かりませんけれども、ローンの事前審査も通

っております。金融機関からの借入れを前提に建築されます。 

使用貸借契約書も添付されています。 

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

も申請内容に問題がないと確認しています。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 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。 

  次に番号２番ですが、非農地証明願も併せて審議をいたします。 

  番号２番について、質問、意見等はございませんか。また非農地証明についても、併せて質

問、意見等はございませんか。 

○委員 ２筆のうちの、末尾４のほうの３２平米の転用目的は、これは、配置図がないんで分か

りにくいんですが、どういう形で御利用なされるんでしょう。このための地図でしょ。 

○議長 氷上地域委員会。 

○委員 宅地の一部にかかっているので、非農地証明として。 
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○委員 いや、５条の。 

○委員 あ、５条の。はい。５条で出します。 

○委員 今回の５条の申請の分についての利用目的は、ここは何になるん。進入路。 

○委員 進入路は、非農地証明のところの○○番が、進入路の一部にかかっているため。 

○委員 この非農地証明○○番のとこを通って、今回のとこを通って、入るのですか。 

○委員 いえ、ここが、○○番のとこですよね、言うてはんの。それ進入路になってます。 

○委員 あ、進入路ですか。 

○委員 はい。 

○委員 ○○番の非農地のところを通って、そこ通ってってことやな。 

○委員 はい、そうです。 

○委員 分かりました。 

○議長 よろしいでしょうか。○○番と、○○番を通って、住宅に入るための進入路ということ

の計画だと。 

  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 まず、それでは５条のほうにつきまして、意見等がないようですので、採決をとります。 

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

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

定いたします。 

  続きまして、４５ページの番号２番、非農地証明願承認について、意見等がないようですの

で、採決をとります。 

  ４５ページの番号２番につきまして、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。 

○委員 議長、すいません。番号３番の案件ですが、始末書を読み上げるの忘れていました。 

○議長 番号３番の案件ですね。確認報告の追加ということで。 

○委員 はい。よろしいですか。 

○議長 よろしくお願いいたします。 

○委員 ありがとうございます。 

  始末書が出ております。図面のほうの東側の、前面高よりもちょっと地上げというか、東と

西側の道路と同じ高さに地上げ、形状変更されていましたことと、後、少し建物が、農地にか

かっていたということで、始末書が出ております。かいつまんで説明します。 

  「農地法の認識が浅く、住宅拡張のための埋立等、農地を形状変更いたしました。今後は農

地法を遵守し、遺漏のないように出します」という始末書が、貸出人から出ております。 

○議長 氷上地域委員会から追加の確認報告がございました。 

  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。 

  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。 
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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。 

  続きまして、春日地域の案件につきまして、事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第３号、使用貸借権設定、番号４番説明。 

○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４番を、議席番号○番の○○が説明します 

  番号４番は、○○間で使用貸借権を設定し、一般住宅を新築するための申請です。図面は４

０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であり、雨水排水についても、隣接する集落の排水溝へ接続さ

れます。代替地の検討表、資金証明、使用貸借契約書も添付されております。 

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 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、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、山南地域の案件について、事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第３号、使用貸借権設定、番号５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 それでは番号５番を、議席番号○番、○○が説明します。 

  番号５番は、○○とその○○の農家住宅の新築と、露天駐車場を設けるため、使用貸借権を

設定し、転用する申請でございます。図面は４１ページに示しています。 

  申請地は、街区の面積に占める宅地面積が、４６．９パーセントと４０パーセントを超えて

いるため、第３種農地と判断されます。 

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、使用貸借契約書も添付されております。 

現在の宅地が、土砂災害特別警戒区域の指定を受けたため、新たな土地で住宅を新築しよう

とするもので、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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なお、○○番に既存の物置があるため、始末書が添付されております。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○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５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 ちょっと教えていただきたんですけども、これは○○の分を、○○と○○がいてるから、

５条になるのですか。４条ではなく、○○がいるから５条になるのですか。 

○議長 はい、事務局から。 

○事務局 事務局でございます。 

  ○○委員さん御質問の、５条なのか４条なのかという質問ですけども、事業者は、○○での

事業となりますので、これは一括して５条で申請をするということになります。県の通達にも

記載がありまして、内容を確認しておりますが、５条で取り扱って問題はないという回答であ

りました。 

○議長 よろしいでしょうか。はい、併せて。 

○委員 すいません。今のところ関連なんですけど、じゃあこれ、自己借地権って考えていいん

ですね。そういうことじゃないんですか。いわゆる自分のところに自分の建物が建って、これ

共有なんで、自己借地権ですね。 

○委員 専門用語使ったら分からへん。 

○委員 自分の土地を自分に貸すというのは、基本的にはあってはならないことなんですけど、

ただこれ建物が共有なんで、だったらそれで自己借地権を設定するのは構わないってことにな

ってるんで、多分その辺のところで、５条。そういう解釈ではないんですか。あ、結構です。 

○事務局 自分のものに自分の家を建ててるっていうことで４条ですが、５条で○○と共同名義

で、そういう解釈の中で、５条という形になってます。 

○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。 

  続きまして、４２ページ。議案第３号、農地法第５条の規定による農地等の賃貸借・一時許

可申請承認についてを議題といたします。 

  事務局、説明をお願いします。 

○事務局 議案第３号、賃貸借・一時許可申請承認、番号１番、報告第１号、番号３番説明。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  市島地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号１番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号１番は、譲受人が営農型太陽光発電施設を建設するために、賃貸借権を設定し、転用す

る申請です。図面は４３ページに示しています。 

  申請地の農地区分は、農振農用地区域内です。 
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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。 

土地貸借契約書も添付されています。また、転用面積は必要最小限のものであり、農地法第

５条第２項各号に該当せず、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。 

  一時利用の番号３番は、営農型の太陽光発電設備の設置のための、工事作業用の一時利用の

届出です。 

○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番並びに５８ページの一時利用の番号３番につきまして、質問、意見等はございませ

んか。 

  はい。 

○委員 営農型ということなんですが、作物は何を作られるのですか。どういう計画を立ててお

られますか。 

○委員 枝豆です。 

○委員 枝豆。 

○委員 はい。その発電が、垂直にいくんですが、モジュールが裏表に両面につけられて、朝方

は東からの太陽を受けて、両面ですので、太陽が西に来たら今度は西の太陽を浴びると。２回

発電するような形を取っておられます。 

  その間隔は６メートルありますので、６メートルの中で、枝豆を栽培されると聞いています。 

○議長 質問、はい、お願いします。 

○委員 枝豆は誰が作られるんですか。 

○委員 会社のほうで。すいません。太陽光が会社です。枝豆は、○○さん個人です。 

○委員 この人お住まいどこですか。 

○委員 住まいは○○です。 

○委員 ○○でしょ。 

○委員 はい。 

○委員 ほんでこの人ものすごい忙しい人なんですわ。アメリカに営業所持ったりしてね。実際

できるかな。また聞いといてください。 

○委員 ほんでまあ作業委託も考えておられます。拠点は、この地図の上の黒いところが拠点と

いうんか、倉庫がありますんで、こっから入ります。 

○委員 しっかりやれ言うといてください。 

○議長 ほか質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号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。 

  なお、関連で、５８ページの番号３番、一時利用届についても御承知おきください。 

  なお、営農型太陽光発電設備でございますので、市島地域委員会には、今後注目していただ

いて、営農がきちっとできておるか確認を毎年していただきますよう、併せてお願いをしてお
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きたいと思います。 

  それではここで、一旦休憩を取りたいと思います。３時３０分に再開いたします。 

 

（休憩） 

（再開） 

 

～ 議案第４号 番号１番、番号３番～番号８番 ～ 

 

○議長 会議を再開いたします。 

４４ページ、議案第４号、非農地証明願承認についてを議題といたします。 

  事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第４号、番号１番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  柏原地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号１番を、議席番号○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４７ページに示しています。 

  ９月１５日に現地を確認しましたところ、現地は竹林で、竹が生い茂っており、農地への復

旧は困難であり、周囲の状況から見ても、非農地と判断しても特段に影響がないものと思われ

ます。 

  また、急傾斜地の擁壁の上段で、境内地に近接した場所に立地した農地であるため、農地で

なくなった時期は、昭和１９年頃からで、地元自治会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ます。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 柏原地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号１番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  続きまして、氷上地域の案件について、事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第４号、番号３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３番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号３番は、地目変更のための非農地証明です。図面は４８ページに示しています。 

  ９月１４日に現地確認したところ、現況は住宅倉庫となっており、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４９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います。 

  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○番の○○が説明します。 

  番号４番は、地目変更のための非農地証明です。図面は４９ページに示しています。 

  ９月１４日に現地確認したところ、現況は庭となっており、農地への復旧が困難であり、周

囲の状況から見て、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９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５番～番号８番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  春日地域委員会から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、２９ページに示しております。 

９月１５日に確認したところ、現地は住宅となっており、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５０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います。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

〇委員 続きまして、番号６番を、議席番号○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ございます。図面は、１３ページに示してお

ります。 

９月１５日に現地を確認いたしましたところ、上三井庄○○番は、鉄骨の物置が昭和２０年
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頃から建っていて、宅地となっております。また、上三井庄○○番は、木造の建物や浄化槽が

埋設されていて、昭和５０年頃より宅地となっております。また、上三井庄○○番は、昭和５

０年頃から山林となっており、いずれも農地への復旧は困難であり、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。 

地元自治会長、並びに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７番を、議席番号○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、５０ページに示しています。 

９月１５日に確認したところ、現地は車庫が建っており、残地は裏側から竹が侵入してきて

おりまして、農地への復旧は困難で、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、平成７年頃で、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。 

続きまして番号８番を、議席番号○番の○○が説明します。 

番号８番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は、５１ページに示しております。 

９月１５日に現地を確認したところ、○○番、○○番は、露天資材置場、露天駐車場の一部、

○○番、○○番は、用悪水路となっており、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３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。 

５１ページの地図を御覧ください。非常に細長いものが少しだけ残っておりまして、ちょう

どその上側、北側ですが、そこの造成工事をするときに、擁壁を真っすぐに打って、今の申請

地の部分だけが残っておったということで、今回、申請されています。 

○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、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。 
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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。 

  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。 

（「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。 

  

～ 議案第５号 番号１番 ～ 

 

○議長 続きまして、５２ページの議案第５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５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○番、○○が説明します。 

  丹波市長より、住まいるバンクに付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、９月１３日に現地調

査を行いました。図面は５４ページです。 

  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） 

○議長 よろしいですか。意見等がないようですので、採決をとります。 

  議案第５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５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。 

 

～ 議案第６号 ～ 
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○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、別冊を御覧いただきま

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 別冊を御覧いただいて審議したいと思いますが、初めに氷上地域の案件になっておりま

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 氷上地域委員会におきまして、９月１４日に、番号１番から番号１３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。 

この中で、農業組合法人が受けるようなことがたくさん載っていますが、その辺の事情につ

きまして、説明を加えていただければ。 

○委員 はい、ありがとうございます。 

  番号１番から番号１２番までですが、今退席されました○○委員さんの農業経営の中で、○

○「○○」を立ち上げられ、経営の大部分を移譲されます。○○さんの個人の名前で持ってお

られる農地については経営されますが、経営移譲もされるということです。施設とか資材全て

を移譲されて、自分も共同で利用されるということでございます。 

  この件につきましては、全て中間管理機構を通して○○「○○」のほうへ移されたというこ

とで、きちっと区別をされたというか、利用権設定をきちんと中間管理機構を通してされてい

るということでございます。 

  また、一部につきましては、自分とこの近くにつきまして、農業経営を継続するというよう

なことで、今回たくさんの案件が出たということでございます。 

  今回は、第三者へ経営移譲をされるという案件でございますので、今後そういう方が出てく

る可能性もあるということで、地域ぐるみで一つの法人を立ち上げる。大まかの農業をされて

いる方が、お歳を取られてできなくなった場合の一つの慣例というか、例になるかなというこ

とで、説明を加えさせていただきました。 

○議長 ありがとうございます。 

氷上地域委員会からの確認報告が終わりました。説明もしていただきました。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、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 青垣地域委員会で、９月１４日に番号１４番から番号１７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 ９月１５日に、番号１８番から番号２２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 青垣地域委員会・春日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。 

  続きまして、山南地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 ９月１３日に、番号２３番を確認しましたが、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 ９月１３日に、番号２４番から番号２９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 山南地域委員会・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。 

山南地域、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、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
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て、全て照会のとおり決定することに、異議がないと回答いたします。 

○委員 すいません。ちょっと教えてほしいです。 

最初に、氷上地域でひょうご農林機構を通して、○○「○○」へ農地が移動しております。

１０年という期間、非常に長い期間を設定できてよかったなと思うのですが、スムーズに半年

もかけずにこういう契約が成立したのか。いや２年も３年もかかっとんのやでとおっしゃるの

か、その辺の状況というか、苦労話など聞かしてもらえたらうれしいです。 

○議長 すいません。一応これ参考ということで、議案とはちょっと別ということですので、御

本人さんいらっしゃいますので、どうやって進められたかっていうのを聞かせていただいた

ら、少しは参考になろうかと思いますので、○○委員、お願いいたします。 

○委員 お世話になっています。この今の件ですけども、確かに半年やそこらではなかなか話進

みませんでした。去年あたりからこの話を出して、組合を立ち上げる方と話をして、その間に

機構とも交えて十分話を練っていき、どうにか４月頃に決まって、最終的に処理をすることが

できたのは、今回が初めてのことで、大変苦労はしました。 

だけど自治会の中の農地所有者の皆さん方も、気持ちよく理解はしてくれました。そういう

中で、非常にこうスムーズに進んだのではないかなというふうには思います。 

○委員 ありがとうございました。 

○議長 これも一つのこれからの形の参考になろうかと思いますので、また、農業委員さんもそ

れぞれ、相談に乗ってもらえることもあろうかと思いますけども、こういうこともあるのだと

いうことで御理解いただいて、またそういう機会には、話を進めていただいたらと思います。 

 

～ 報告第１号 ～ 

 

○議長 それでは５６ページの報告第１号に戻ります。 

  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 利用目的は、排水路土砂撤去工事のための進入路です。 

○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１号の番号１番について、御承知おきください。 

  続きまして、事務局説明をお願いします。 

○事務局 報告第１号、番号２番朗読。 

○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 ６０ページ、見ていただけましたら、斜線の部分ですね。その上に排水路が走っており

ます。左から右に走っており、その法面のコンクリート張の工事をするということでございま

して、それの機械の進入路ということで、鉄板を敷いて、進入するということでございます。

該当地の所有者、並びに隣接者の同意書は取られております。 

○議長 ありがとうございます。 
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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１号の番号２番について御承知おきください。 

続きまして、事務局説明をお願いします。 

○事務局 報告第１号、番号４番朗読。 

○議長 市島地域委員会から補足することはございませんか。 

○委員 番号４番は、下水道公共工事のための、資材機械置場とするとになっております。 

○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１号の番号４番について、御承知おきください。 

 

～ 報告第２号 ～ 

 

○議長 続きまして、６２ページ。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、○○さんの形状変更です。図面は６４ページに示しています。 

  届出地は進入路が狭く、車も入れず作業効率が悪いので、別の進入路を作り、作業効率を上

げるための形状変更です。 

幅５０センチの水路を平面コンクリートで蓋をして、新しい進入路を作られます。 

  地域委員会としては、地元自治会長、農会長、水利組合長の同意もあり、問題ないことを確

認しています。 

○議長 氷上地域委員会から補足説明がございました。 

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２号の番号２番について、御承知おきください。 

続きまして、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。 

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 かさ上げをして、その後も畑として利用されるということで、確認をされていますか。 

○委員 はい。 

○議長 市島地域委員会からの補足説明が終わりました。 

質問等はございませんか。 

（「質問なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 質問等がないようですので、報告第２号の番号４番について、御承知おきください。 
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～ 報告第３号 ～ 

 

○議長 続きまして、６６ページ。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。 

  ２アール未満の届が出ております。図面は１０ページに示しております。 

  畑に、農業用倉庫を建ててしまっている状態で、始末書の朗読をもって、報告とさせていた

だきます。 

  「始末書 今回丹波市氷上稲畑字○○番の畑について、農業用倉庫を設置するため２アール

未満の届出をします。本来農地の転用は、事前に農地法の届出をしてから行うものですがその

手続が必要なことを知らなかったため、無断で設置してしまいました。 

今後は、農地法を遵守し、今回のような転用計画をする際には、必要な手続等について十分

に確認しながら行いますので、受理いただきますよう、よろしくお願いします。」 

○議長 氷上地域委員会からの補足説明が終わりました。 

  質問等はございませんか。 

（「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番について、御承知おきください。 

 

～ 報告第４号 ～ 

 

○議長 番号２番、番号３番については終了しておりますので、それ以外について、事務局説明

をお願いします。 

○事務局 報告第４号、氷上地域の番号１番、番号２番、春日地域の番号１番～番号８番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  各地域委員会から補足することはございませんか。 

  氷上地域委員会。 

○委員 ありません。 

○議長 春日地域委員会から補足はありますか。 

○委員 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号について、事務局説明をお願いします。 



 - 32 - 

○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。 

  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 議席番号○番の○○が、選定理由書を読み上げます。 

  今回の工事で使用する機械は、設置にある程度の広さが必要で、また、重量物が多く、ユニ

ック車等も使用して搬出入が必要となります。当該地であれば、機材を設置するだけの広さが

あり、搬出入においても、ユニック車等の大型車両が進入可能です。 

  当該地であれば、これらの条件を満たすため、今回の工事用地として選定いたしました。 

  斜線のところが選定地でありますが、その横の四角いところに鉄塔がありましたのでそれを

確認してきました。 

○議長 補足説明がありました。質問等はございませんか。 

（「質問なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 質問等がないようですので、報告第５号について、御承知おきください。 

 

～ 報告第６号 ～ 

 

○議長 次に、報告第６号について、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。 

  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 ありません。 

○議長 図面等も見ていただいて、確認をお願いいたします。 

  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６号について、ご承知おきください。 

 

～ 報告第８号 ～ 

 

○議長 報告第７号については、既に報告をさせていただいておりますので、次に報告第８号に

について、別紙がございますので、御確認ください。 

事務局説明をお願いします。 

○事務局 報告第８号、番号１番、番号２番朗読。 

○議長 事務局から説明がありました。それぞれ補足することはございませんか。 

  番号１番の方については、今日先ほど○○の建設について、申請が出ておりました。畜産業

を営んでおられます。 

そして番号２番については、「○○」の卒業生で、市島にて就農されます。ということで、

○○委員が後見人ということを聞いております。 

  質問等はございませんか。 

  ないようですので、報告第８号について、御承知おきください。 

  本日予定しておりました議事は、以上となります。 
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  この際ですので、ほかに協議することはございませんか。 

○事務局 （事務連絡） 

○議長 よろしいでしょうか。 

  それではこの後、検討委員会ございます。また、先ほど言われましたように、１０月の定例

総会は、氷上が会場となっておりますので、お間違いのないよう、よろしくお願いいたしま

す。 

  それではこれにて、第６回定例総会を閉会いたします。御苦労さまでした。 
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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９月２７日 

 

            議           長               ○印  

 

 

            議事録署名委員（１０番委員）              ○印  

 

 

            議事録署名委員（１１番委員）              ○印  


