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 令和３年度 第８回定例総会議事録 

 

１．日 時  令和３年１１月２５日 午後１時３０分 

２．場 所  丹波市立春日住民センター大会議室 

３．出席者 

○農業委員 （２４名） 

 （柏原地域） １番 古倉 一郎  ２番 矢本 規夫 

 （氷上地域） ３番 芦田 義彦  ４番 足立 正典  ５番 金子 隆司 

        ６番 德田 義信  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 

     

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８回定例総会を開会いたします。 

  初めに、岸本会長より御挨拶をお願いいたします。 

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。 

  併せて議案書の訂正をお願いしたいと思います。たくさんありますので、手前のほう、ホワ

イトボードにも書き上げをさせていただきました。 

  まず、３２ページをお開きください。４条申請の番号２番につきまして、申請者からの取下

げにより、削除をお願いします。 

  併せて、３８ページを御覧ください。５条です。１番及び２番、取下げによる削除をお願い

します。 

  もう１件ございます。次、３９ページの１０番でございます。３９ページ１０番につきまし

ても、取下げによる削除を、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、５３ページでございます。５３ページ。図面でございます。３筆掲載をさせて

いただいております。大字を「○○」と表現していただいておりますが、正しくは大字が「○

○」でございます。３筆ともに大字を「○○」から「○○」に修正を願います。大変申し訳ご

ざいません。 

  さらにもう１件、よろしくお願いします。９６ページです。公共工事で、表の右側のほうに

当該地の所有者のお名前を書いていますが、「○○さん、ほか１名」と表現させていただいて

いますが、これを「○○」さんに修正を願います。 

  大変失礼いたしました。ありがとうございました。 

 

３．議事録署名委員の指名 

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

の規定により、「議長が指名する」とありますので、指名をさせていただきます。 

  本日は、議席番号１４番、近藤委員、１５番、田川委員、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２４番 ～ 

～ 報告第２号 番号２番 ～ 

～ 報告第３号 番号２番 ～ 
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○議長 日程４番、議事に入ります。 

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

  事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第１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、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

ジに示しています。 

  この農地につきましては、譲渡人が高齢のため、数年前に農業委員会に対して、農地の売買

のあっせん依頼をされた経緯がございまして、そのときには譲受人が見つからなかったので取

下げして、利用権を設定して、作付されていた農地です。 

  今回、不動産会社から家も含めての売買の話があり、そのときに誰か譲渡できる人がないか

っていう連絡が入りまして、地域委員会としましても、誰かないのかということで探した結果

希望する人がいましたので、紹介した経過がございます。 

  そのため、利用権設定は合意解約していただきました。 

  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。 

○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。 

  次に、氷上地域の案件について、事務局から説明をお願いします。 

○事務局 議案第１号、番号２番～番号９番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  氷上地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号２番、番号３番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  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す。 

  申請者はこれまでこの農地を利用権設定し栽培していましたが、利用権の終期に合わせ、農

地を購入しようとするものです。図面は９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

確認しております。 

  続いて、番号３番は、農地を売買により取得し、現在栽培されております樒、栗等を引き続

き栽培され、経営規模を拡大したいというものです。図面は１０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４番を、議席番号○番の○○が説明をいたします。 

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

  なお、譲受人は高齢ではありますが、無理なく元気に農作業をされておりますので、一言加

えておきます。 

  よろしく御審議いただきますよう、お願いいたします。 

○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、新たに経営を開始したいというもので、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。 

  続いて、番号６番を、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、図面は１３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。 

  番号７番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  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す。図面は１４

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要件、農作業の常時従事要件下

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

ます。 

  なお、この案件には誓約書が添付されています。譲受人の所有地の中に、鶏舎が建築されて

いる農地があるため、近日中に分筆して、非農地証明願を提出するということです。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○委員 番号８番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号８番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、図面は１５ペ

ージに示しています。 

  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



 - 5 - 

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。 

  引き続きまして、番号９番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号９番は、農地を贈与により譲り受け、農業経営を開始したいというもので、図面は１６

ページに示しております。 

  地域委員会としましては、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。 

  この農地につきましては、これまで利用権で作られておりましたが、無償で耕作者に譲られ

るという案件でございます。 

○議長 氷上地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号２番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号２番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  番号３番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号３番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  番号４番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号４番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  番号５番について、質問、意見等はございませんか。 

○委員 ○○の方が保有農地ゼロからスタートしようと、そういった事情なんですが、もう少し

つけ加えて聞かせてもらったらうれしいなと思うのは、拠点がどこにあるのか、新規就農なの

か、その辺の事情がよく分かりませんので、もう少し説明事項があったら、お伝えいただきた

いと思います。 

○議長 氷上地域委員会。 

○委員 １２ページの○○さんの住宅を購入されるということで、住まいるバンクを通して、新

たに新規就農されるということです。 

○議長 ページの右上のほうに、四角で囲ってある○○って書いてある住宅ですか。 



 - 6 - 

○委員 新たに居宅と農地を一緒に購入されます。 

○議長 居宅と、その農機具を一緒に購入されて、そこで新規に就農されるという回答でござい

ますが、よろしいですか。 

〇委員 はい、了解です。 

○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 それでは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。 

  次に、番号６番について、質問、意見等はございませんか。 

○委員 議席番号○番の○○です。 

  現状で８，６００平米の耕作面積があるので、地域委員会でその辺は御確認いただいたと思

いますが、○○で７０歳ですが、またこれで規模拡大される。今までのところについては特に

問題ないということになっているわけでしょうか。 

○議長 氷上地域委員会から回答をお願いします。 

○委員 この○○ですが、ここの従業員がたくさん野菜とかそういうものを今までも作っており

まして、それを○○として使われるという、そういう経過の中で、また新たに農地を購入され

たということを聞いております。今後も水稲、野菜等を作られるということで、担当委員さん

のほうからお聞きしておりますので、報告します。 

○議長 よろしいでしょうか。 

○委員 分かりました。 

○議長 ほかに質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号６番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号６番は、許可すべきものと決定いたします。 

  番号７番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号７番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  番号８番について、質問、意見等はございませんか。 

○委員 お尋ねします。この○○番は細長いとこやね。作付は花ですか。 

○委員 ちょっとこの辺で休憩していただいたらと思います。 

○議長 暫時休憩、一旦休憩させていただきます。 

 

（休憩） 
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（再開） 

 

○議長 それでは再開いたします。 

○委員 ただいまの御質問に対して、お答えさせていただきます。 

 ○○番の１．６４平米につきましては、これから後に、早急に水路として使用するとして形状

変更を出していただいて、農業委員会で報告させていただくということで、御理解いただけた

らありがたいと思います。 

○議長 氷上地域委員会からの説明がございました。 

  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、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１０番～番号１４番、報告第２号、番号２番、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○番の○○が説明いたします。 

  番号１０番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、図面は１７

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。 

  続きまして、関連しました８７ページを御覧ください。譲受人と申請人が同じでございます

ので、同時に説明させていただきます。 

  この届出は、栗を栽培するに当たって、水はけをよくするために、盛り土をして、栽培に適

した状態にするためということでございます。 

  この形状変更によって、隣接農地への影響・被害はないものと判断いたします。 

  続きまして、番号１１番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  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１８

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
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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、経営規模を拡大したいというもので、図面は１９

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、よろしくお願いいたします。 

  併せて９２ページの番号２番でございますが、１９ページの地図を見ていただきましたら、

一部に倉庫が建っております。１２９平米の届出ということで、経過書が添付されております

ので、読み上げさせていただきます。 

  私こと、このたび農地の転用届出書を提出いたしますが、届出農地の一部、１２９平米につ

いて、既に昭和５８年に、父、○○が盛り土の上、軽量鉄骨造茅合板葺きの平家建て４９．６

８平米の農業用倉庫を設置しております。しかしながら、届出書を提出いたしておりません。

以上が無断転用の経過です。 

  父が当時、農地の転用届をしなければならないことについて、どの程度の認識を有していた

か不明ですが、私も農地法上のことについて、特に気にとめることなく本日に至ったこと、誠

に申し訳ございません。今後は必ず法令を遵守することを誓約いたします。 

  なお、その責任については、いかなる処分を受けても構いません。令和３年１０月２６日。 

  ということで、譲渡人の○○さんのほうから、この経過書が添付されております。 

  よろしくお願いします。 

○委員 続きまして、番号１３番、番号１４番を、議席番号○番の○○が説明をいたします。 

  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、

２０ページに図面をつけております。 

  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 青垣地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号１０番並びに関連の８７ページの形状変更届の番号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。 

  なお、関連の８７ページの番号２番、形状変更の届出について、御承知おきください。 

  次に、番号１１番について、質問、意見等はございませんか。 
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（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１１番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１１番は、許可すべきものと決定いたします。 

  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。 

  並びに、関連の９２ページの番号２番、農地法施行規則該当転用届について、御承知おきく

ださい。 

  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２０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１５番につきまして、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号１５番につきましては、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

でございます。図面につきましては、２１ページ、２２ページに示しております。 

  １１月１５日の春日地域委員会で、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１６番につきましても、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号１６番は、別段面積の設定がされている農地で、図面は２２ページに示しています。 

  ２２ページの中の図面を見ていただいたら分かりますように、３筆あります。○○さんとい

う家がありますが、この家を購入されて、耕作したいということでございます。 
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  １１月１５日の地域委員会で、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 次に、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、経営したいというもので、２３ページに地図をつ

けています。 

  この５筆の案件は、申請前から既に利用権を設定して、耕作をしていた農地です。しかしそ

のうち２筆は水はけがひどく悪かったが、自己所有地でないため、改良が出来ませんでした。 

そこで今回購入し、農地改良を行い、有効に利用したいというものです。従来の農地面積が増

えるものではありません。 

  余談ですが、先月に農地法第３条で購入した農地が１ヘクタールあまりありますが、草刈り

など適正に管理がされておりまして、農地管理の意識が改善したように思われます。 

  農地所有適格法人としての農業に対する考え方や、農地取得の目的等を聞き取りしています。 

  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などに適合しており、許可要件の全てを満たしていることを確

認しております。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○委員 次に番号１８番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号１８番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、地図は２４

ページに示しております。 

  申請地の右隣が譲渡人の農地であり、不在地主で管理不十分となっている申請地を取得し、

耕作しようというものです。 

  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などに適合しており、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 続きまして、番号１９番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  譲渡人は、不在地主でありまして、所有する土地は不耕作地であります。このため、隣接に

住まいする譲受人が、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す。図面は、

２５ページに記載しております。 

  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。 

  続きまして、番号２０番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号２０番は、贈与によって、譲受人が経営規模を拡大したいというものです。 

  譲渡人・譲受人の関係は、親戚になります。 

  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



 - 11 - 

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） 

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

  番号１７番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１７番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１７番は、許可すべきものと決定いたします。 

  番号１８番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１８番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１８番は、許可すべきものと決定いたします。 

  番号１９番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１９番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１９番は、許可すべきものと決定いたします。 

  番号２０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。 

  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。 
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○事務局 議案第１号、番号２１番、番号２２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するのですが、番号２１番につきまして、農業委員会

等に関する法律第３１条に該当する方がいらっしゃいますので、退席をお願いします。 

 

（該当委員退席） 

 

○議長 山南地域委員会から、番号２１番について、確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号２１番を、議席番号○番の○○が説明させていただきます。 

  番号２１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、２７ページ

に図面は示しています。 

  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。 

  一部作業委託をされるところがありますので、よろしくお願いします。 

  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２１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２１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２１番は、許可すべきものと決定いたします。 

  復席をお願いいたします。 

 

（該当委員復席） 

 

○議長 それでは、番号２２番について、山南地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号２２番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号２２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２８

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２２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２２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２２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２３番、番号２４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します。 

○委員 番号２３番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号２３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２９

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。 

  よろしくお願いします。 

○委員 番号２４番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号２４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、３０ページ

に地図をつけております。 

  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。 

  なお本人は、既に譲渡人の家を取得して、農業経営の準備をしておられます。 

  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２３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２３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２３番は、許可すべきものと決定いたします。 

  番号２４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２４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２４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３番 ～ 

 

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

  事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第２号、番号１番朗読。 
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○議長 事務局の説明が終わりました。 

  柏原地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号１番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号１番は、譲受人が作業所などを建設するために転用しようとする申請です。図面は３３

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生産性の低い農地である

ことから、第２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。 

  現在は、申請人の息子が○○で木工作業所を運営されていますが、その場所を明け渡すこと

になったため、自宅近くの自身の農地に作業所を建設したいということです。 

  農地法第４条第６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、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３番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  市島地域委員会から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、一般住宅を建設するための申請です。図面は３６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種農地と判断されます。 

  地元自治会長、農会長の同意も得られ、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、よろしくお願いいたします。 

○議長 市島地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号３番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

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

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○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 所有権移転 番号３番～番号９番、番号１１番～番号１５番 ～ 

～ 報告第１号 番号３番 ～ 

～ 議案第３号 使用貸借権設定 番号１番～番号４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、農地を売買により取得し、露天駐車場を建設するための申請です。地図は４１

ページ、４２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住宅の面積の割合が４０パーセントを超えている

ので、第３種農地と判断されます。 

  隣接所有者、地元自治会長、農会長、水利組合長の同意も得られ、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４番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号４番の申請人は、親子の関係にあります。譲受人は、親から農地を譲り受け、貸し車庫

として利用したいというもので、図面は１５ページに示しております。 

  申請地の農地区分は、上下水道が敷設されている道路に接しており、かつ５００メートル以

内に（医療施設）、（教育施設）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３番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

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

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

定いたします。 



 - 16 - 

  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、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９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○番の○○が説明いたします。 

  番号５番は、農地を売買により取得し、太陽光発電設備を設置するための申請です。図面は

４３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近接し、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。 

  また周辺で代替地を探されましたが、適切な土地がなく、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。 

  転用面積は必要最小限のもので、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。 

  御審議いただきますよう、よろしくお願いします。 

  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、農地を売買により取得し、太陽光発電設備を設置するための申請です。図面は

４３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近接し、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。 

  また周辺で代替地を探されましたが、適切な土地がなく、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。 

  転用面積は必要最小限であり、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。 

  また図面を見ていただきますと、この２筆の工事車両等が道から進入することに対して、隣

の田んぼの通行同意書が出ております。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、番号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、太陽光発電設備を設置するための申請です。図面は

４４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近接し、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。 

  また周辺で代替地を探されましたが、適切な土地がなく、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。 
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  転用面積は必要最小限のもので、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。 

  またこの案件につきましても、手前の田んぼの通行同意書が出ております。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

  続きまして、番号８番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号８番は、農地を売買により取得し、太陽光発電設備を設置するための申請です。図面は

４４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区域に近接、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。 

  また周辺で代替地を探されましたが、適切な土地がなく、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。 

  転用面積は必要最小限で、農地法第５条第２項各号には該当せず、いずれも申請内容に問題

がないことを確認しております。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、番号９番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号９番は、申請人の経営する会社への貸露天駐車場として利用するための申請です。図面

は４５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区域に近接、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。 

  また周辺で代替地を探されましたが、適切な土地がなく、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。 

  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 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。 

○委員 番号５番、番号６番、番号７番について、質問します。 

  まず番号５番、番号６番について、もちろん法人格が別なのは分かりますが、取締役が同一

であるために、事業者として、同一性があるんか、ないんかっていうのは必要ないんかという

点。 

  １，０００平米を超える開発になると思いますが、その点はどういうふうにお考えになって

いるのかという点を、番号５番、番号６番が１セット、番号７番、番号８番が１セットで、質

問にお答えいただきたいと思います。 

○委員 どういうふうに説明しましょうか。会社の同一性ですね。定款もいただいとるんですけ

れども、まあ所在地が全然違うということで。 

○事務局 失礼いたします。事務局でございます。 

  まず事業者の件でございますが、先ほど担当委員から説明があったとおりでございます。 

  開発の件でございますが、開発担当部局にも確認をしております。１反を切っておりますの

で、開発にはかかってこないという回答でございます。 

○委員 もう一回いいですか。 
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○事務局 それぞれの事業者の事業面積が１反を下回っています。 

○委員 同一性はどうなんですか。 

○事務局 事業者それぞれ別です。 

○委員 単純に法人格が別やと。 

○事務局 はい。パワコンも別々の設置になりますので、事業としては一体ではなく別々のもの

という解釈で、開発のほうにはかかってこないということです。 

○議長 はい、○○委員。 

○委員 書面上は、それでいいんかもしれませんけどね。明らかにこれ同じ人がやってますわな。

そういうことに対しての、今後これでその地域で問題がなければいいんやけど、１，０００平

米超えたら、説明会とかそんなのを開かんなんと。それだけのためのこういうようなやり方を、

今後企業人として、こういうことが許されるのかね。そういうことも、ちょっと検討されたほ

うがいいんちゃうんかな。問題ないんやったらええけど、その地域でも。 

○委員 地域との関わりとなりますと、私は、こういったところは協定書、ちゃんと取っておる

とか、それぐらいしかちょっと私確認ができてないのですが、中身は見ていませんけども、ち

ゃんとつけてされておられます。 

○委員 １，０００平方メートル超えたのと同じぐらいの同等の説明をさしたりね、こんなんは

すべきじゃないかなと思いますね。こんな明らかに書類上でこういうことする人間はね。 

○委員 前回もこの近くに同じようなことで。 

○委員 だから同じようなことばっかりしていったらあかんって。そういうこと。問題が起こら

へんのやったらええけど。 

○委員 解決はされております。 

○委員 ○○さん、せやろ。 

○委員 いいですか。法人格は別なのは分かりますが、資金繰りはどうなんですか。別ですか。 

○議長 確認をお願いします。 

○委員 全く銀行は別です。 

○委員 それを踏まえて、○○委員さんもおっしゃってましたけども、書類上別法人だから、一

団性がないんやということで、市はそれで、市の開発のほうはいいと思いますが、今後考える

と、そこも含めてちょっと対応していかないと、法人なんかすぐちっちゃいの作れますんでね。

間に挟んでどんどん膨らますいうのも、何ぼでもできる話なので、ちょっと注視する案件じゃ

ないかとは思います。 

○議長 今のように、恐らくこれは一体的な開発と見なして、地域への説明であったり、協定で

あったり、そういうことはきちっと確認をして、問題が今後起きないようすべきではないかと

いうことですので、今回につきましては、それぞれの法人はやっておられるということで、開

発のほうでは問題がないという回答だということですが、地域の農業委員会としては、できる

だけ地域に安心していただけるということを考えると、まあ協定書であったり説明会であった

り、そういうことをお勧めするということを、考えるといいのではないかということで、御意

見をいただいております。 

  ということと解釈させていただいて、よろしいですか。 

○委員 まさしく言っていただいたとおりです。 

○委員 すいません。地元説明会とかね、周辺の同意とか、全部問題なしに通ってるということ
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ですか。判子ももらえないということですか。 

○委員 自治会長以下、地元関係者の同意の判子は押してあります。 

  直接事業者が副本を持ってきましたので、そのときにも問題ないようにくれぐれもよろしく

お願いしますと言いました。先ほど言いましたように、協定書もしっかりと取っているという

ことでございます。こちらとしては、それ以上の確認はできません。 

○議長 はい、事務局。 

○事務局 失礼いたします。事務局でございます。 

  今懸案になっている地元説明の関係で、転用の同意書の中で、関係団体の代表の長に対して

の説明、また同意の聴取でございますが、自治会長は最終で、各団体の調整を終わられてから

最後に押印をされているという点、この点に関しては確認をしております。 

  また当該地域については、集落全体が広いので、隣保への説明も既になされております。 

  当該地域におきまして、太陽光パネルの建設でトラブルがあったという経過もありまして、

太陽光の事業者に関しましては、全て自治会と協定書を締結することを条件にされております

ので、許可が下り次第、協定書が締結されることを確認しております。 

○議長 ○○委員。 

○委員 もう一回確認します。開発の担当課は、こういうのはＯＫなんですね。こちらと関係な

いですけどね。農地法は。 

○事務局 先ほど御説明しましたとおり、該当しないと回答を得ております。 

○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。 

○委員 あくまでも別法人でしたら、工事車両の進入は、どうなっていますか。 

○議長 先ほども少し説明があったと思いますが、工事車両の進入について、説明お願いします。 

○委員 進入については、それぞれ手前の田んぼの進入を許可するという同意書はとっておると

いうことでございます。 

○委員 工事車両で。 

○委員 はい。 

○議長 ほかに質問、意見等ございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号５番について、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。 
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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、採決に入ります。 

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

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

定いたします。 

  番号８番について、質問、意見等はございませんか。 

（「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、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１１番～番号１４番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  春日地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号１１番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号１１番は、譲受人が一般住宅を新築するため、親子間で相続を受けた娘さん名義の土地

を、世帯主である夫に譲り渡して転用する申請です。図面は４７ページ、４８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近接し、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。 

  また周辺で代替地を探されましたが、適当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、また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、転用面積は進入路と法面含めて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。 

○委員 続いて番号１２番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号１２番は、売買によって取得し、露天資材置場として利用するための申請です。図面は

４９ページに示しております。 

  申請地の農地区分は、インターチェンジから３００メートル以内に位置するため、第３種農
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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。 

  譲受人は、地元で総合建設業を営んでおり、○○に支店をおき、○○でも継続的に工事を請

け負うなど、広範囲に仕事をしており、インターチェンジ近くに資材置場等が必要との思いで、

以前から候補地を探しておりました。 

  国道からの進入となるため、フェンスの撤去、進入、占用の許可等について、手続きを進め

ていることを確認しております。 

  また東側に里道があり、本申請地の一部が接していますが、今後も里道として利用するため

の覚書を、地元自治会等と交わしております。 

  雨水排水につきましても、隣接の排水路に接続されます。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員 続きまして番号１３番を、議席番号○番の○○が説明させていただきます。 

  番号１３番は、売買により露天駐車場として利用するための申請です。図面は５０ページに

示しております。 

  申請地の農地区分は、街区に占める宅地の割合が５９．１パーセントで、４０パーセントを

超えるために、第３種農地と判断されると考えます。 

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

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

れも申請内容に問題がないことを確認しております。 

  なお、譲受人は、隣接する住宅を購入しており、地元自治会の加入手続きを進めております。

家族で来られるということで、駐車スペースを必要とするため、今回の申請となっております。 

  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１４番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号１４番は、売買により○○より家族で転居し、一般住宅用地として、利用するための申

請です。図面は５１ページ、５２ページにお示ししております。 

  申請地の農地区分は、住宅等が連たんする区域に近接し、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項の各号には該当せず、いず

れも申請内容に問題ないことを確認しております。 

  ちなみに当該地の隣接宅地も売買で購入され、進入路も本人所有地となります。 

  また、全体敷地の端の農地部分に住宅を建設されるについての理由を、地域委員会として説

明を求めたところ、別途補足資料が出ておりますので、読み上げさせていただきます。 

  譲受人は、申請地の北側に位置する宅地の一部と、申請地を合わせて住宅用地として利用す

る計画であるが、当該宅地は、昼夜問わず交通量の多い国道に面していることから、子供らの

交通事故防止と、夜間の騒音回避のため、また土地断面が不整形で傾斜地であるため、南側の

一部を除いて、住宅用地として利用することが困難であると判断した。 

  しかしながら、現状のまま雑草にあふれた状態で放置するのも景観上、防犯上望ましくなく



 - 22 - 

そもそもある程度の面積があり、他の目的に利用する価値は十分にあるので、このたびの転用

事業が完了した折には、国道と市道に面した箇所に柵を設けて、大型犬のドッグランとか、子

供らの成長に応じた遊び場、スポーツなど屋外活動の場、あるいは近隣に住む親族や住人を招

いて、バーベキューなどを行い、その親交を深める場として、利用していきたいと考えている。 

  また、譲受人の勤務先、○○内での職務上、定期的週二、三回程度に北近畿方面へ、小型貨

物自動車による製品の配送業務があり、就業上そのまま自宅へ直帰することも認められており、

さらには勤務先にどうしても小規模な積み替え場の１つとしての利用価値があると見込まれて

おり、その際の車両置場としても利用していくことができると考えている。 

  図面見ていただくと、５１ページの北側に広くあります同時購入の宅地部分は、いろんな意

味で、そのものに家を建てるには嫌だと。農地ではあるが、ちょっと奥まった部分に家を建て

てするほうが、いろんな選択上好ましいのだという補足資料が出ております。 

  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。 

  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。 

  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、許可相当と意見を付して、進達することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１３番は、許可相当と意見を付して、進達すべきものと

決定いたします。 

  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１４番は、許可相当と意見を付して、進達すべきものと
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決定いたします。 

  次に、山南地域の案件について、事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第３号、番号１５番、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確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号１５番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号１５番は、太陽光発電設備を設置するための申請です。図面は５３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区域に近接し、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、周辺農地への支障はないと思われます。 

  また、丹波市開発指導要綱による申請もされております。 

  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。 

  また、８４ページの農地の一時利用届の番号３番は、工事用進入路として、隣の田の一部を

利用するものです。これに宅地の一部も含まれます。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 山南地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号１５番、並びに８４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１５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１５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、案件の８６ページの一時利用届の番号３番について、御承知おきください。 

  ここで休憩をしたいと思います。後半も大分審議がありますので、３５分に再開します。よ

ろしくお願いします。 

 

（休憩） 

（再開） 

 

○議長 予定の時間になりましたので、会議を再開したいと思います。 

  ５４ページの議案第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１番につきまして、議席番号○番の○○が説明いたします。 
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  番号２番は、親子間の使用貸借権設定の申請です。 

  これにつきましては、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５５ページ

に示しています。 

  農地区分は、街区の中での住宅面積が４５．２パーセントということで、４０パーセントを

超えていますので第３種農地になると考えています。 

  隣接所有者、地元等の同意も得られており、周辺農地の営農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項第２項の各号には該当せず、

いずれも申請内容に問題ないと考えております。 

  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、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２番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  山南地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号２番を、議席番号○番の○○が説明させていただきます。 

  番号２番は、５月２７日に農振除外されたもので、譲受人が一般住宅を新築するため、親子

間で使用貸借を設定し、転用するための申請です。図面は５６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区域に近接し、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、よろしくお願いします。 

○議長 山南地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号２番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

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

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

定いたします。 

  次に、市島地域の案件について、事務局説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第３号、使用貸借権設定、番号３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。 

  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３番、番号４番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号３番は、祖父の農地を分筆し、使用貸借権を設定し、一般住宅を建設するための申請で

す。地図は５７ページに示しています。 

  農地区分は、（公共施設）からおおむね５００メートル以内にある農地のため、第２種農地

と判断されると考えます。 

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

  また、当該申請地と道路の間に１メートルほどの段差があり、進入路を奥のほうまで設置し

なければならないので、５７０平米という面積になっています。 

  転用面積は必要最小限のものであり、農地法第５条第２項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。 

  続いて番号４番は、親の農地を分筆、使用貸借権を設定し、一般住宅を建築する申請です。

地図は５８ページ、５９ページです。 

  農地区分は、鉄道の駅から３００メートル以内にあるため、第３種農地と判断されると考え

ます。 

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

れも申請内容に問題がないことを確認しております。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○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３番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

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

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

定いたします。 

  番号４番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

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

（「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。 

 

～ 議案第４号 番号１番～番号１６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。 
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○事務局 議案第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。 

  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３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６４ページに示しています。 

  １１月１５日に現地を確認したところ、現地は納屋、物置が建っており、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５５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ています。 

  番号２番は、地目変更のための非農地証明願です。地図は６５ページに示しています。 

  １１月１５日に現地を確認したところ、現地はごみステーションが置かれており、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５６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ています。 

  番号３番は、地目変更のための非農地証明願です。地図は６６ページに示しています。 

  １１月１５日に現地を確認したところ、現地は植林された山林になっており、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思われます。 

  また農地でなくなった時期は、昭和４５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ています。 

  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願です。地図は８ページに示しています。 

  １１月１５日に現地を確認しましたところ、現地は農業用倉庫として使用されておりました

が、数年前に解体され、基礎部分のみ残っておりました。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ものと思われます。 

  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。 

  番号２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５番～番号８番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  氷上地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号５番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号５番は、地目変更のための非農地証明願でございます。図面は６７ページに示しており

ます。 

  １１月１２日に確認したところ、現地は露天駐車場となっていて、農地への復旧は困難であ

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

  また農地でなくなった時期につきましては、平成３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ます。 

  また、証明者が○○自治会長となっていますが、これは○○自治会の区域が○○まで入って

いるためです。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員 番号６番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  農地法第３条の番号５番に関連する案件です。 

  番号６番は、地目変更のための非農地証明です。図面は、１２ページに示しています。 

  １１月１２日に現地を確認したところ、現地は材木小屋となっており、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ないと見込まれます。 

  また農地でなくなった時期は、昭和５１年頃からで、地元の自治会長と隣接所有者の証明も

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がないと考えています。 
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  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、地目変更のための非農地証明願です。図面は６８ページに示しています。 

  １１月１２日の地域委員会におきまして現地を確認しましたところ、倉庫などの一部となっ

ており、農地への復旧は困難であり、周囲の状況から見て、非農地と判断しても特段に影響が

ないと思われます。 

  また農地でなくなった時期は、昭和５３年頃からで、地元自治会長と隣接者の証明もあり、

平成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、よろしくお願いします。 

  続きまして、番号８番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号８番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は６９ページに示しています。 

  １１月１２日の地域委員会におきまして確認をしましたところ、現地は寺の境内地となって

おり、農地への復旧は困難であり、周囲の状況から見て、非農地と判断しても特段に影響がな

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。 

  またこの寺は、現在無人になっており、今回の申請により地目を整理されてから、当該地の

檀家によって管理をされることになります。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 氷上地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号５番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号５番について、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。 
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  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。 

  次に青垣地域の案件について、事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第４号、番号９番、番号１０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 それでは番号９番を議席番号○番の○○が説明をいたします。 

  番号９番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は７０ページに示しております。 

  １１月１２日の地域委員会において確認いたしました。現地は宅地・倉庫となっており、農

地への復旧は困難であり、周囲の状況から見て、非農地と判断して、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５８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

会といたしま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。 

  続きまして、番号１０番を議席番号○番の○○が説明をいたします。図面は７１ページ、７

２ページに示しております。 

  １１月１２日に確認をしたところ、○○番、○○番は山林、○○番は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、非農地と判断して特段に影響がない

と思われます。 

  農地でなくなった時期は、○○番、○○番は昭和４０年頃、○○番が昭和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。 
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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１０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いたします。 

○事務局 議案第４号、番号１１番、番号１２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１１番を、議席番号○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７３ページに示しております。 

  １１月１５日に確認したところ、現地は山林となっております。農地への復旧は困難で、周

囲の状況から見ても、非農地として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１２番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号１２番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は７４ページに示しています。 

  １１月１５日に現地を確認いたしましたところ、炊事場が建て増しされていて、畑だったと

いうような形跡が全くなく、農地への復旧は困難であり、周囲の状況から見て非農地と判断し

ても、特段に影響がないと見込まれます。 

  また農地でなくなった時期は、昭和５５年頃からで、地元自治会長並びに隣接の方の証明も

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。 

  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、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１２番は、証明書を交付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４号、番号１３番～番号１６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、ここで議長からお願いがあります。番号１３番と番
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号１５番を先に審議をいたします。その後番号１４番と番号１６番を、後半で審議をいたしま

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、その順番でお

願いしたいと思います。 

  まず山南地域委員会、番号１３番、番号１５番について、確認報告をお願いします。 

○委員 それでは番号１３番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号１３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７５ページに示してい

ます。 

  １１月１１日に確認したところ、現地は山林となっており、農地への復旧は困難であり、周

囲の状況から見て、非農地と判断しても特段に影響がないと見込まれます。 

  また農地でなくなった時期は、昭和４０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１５番を、議席番号○番の○○が説明させていただきます。 

  番号１５番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は７６ページに示しています。 

  １１月１１日に確認したところ、現地は山林となっており、農地への復旧は困難であり、周

囲の状況から見て、非農地と判断しても特段に影響がないと見込まれます。 

  また農地でなくなった時期は、昭和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

会としては証明することに問題が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 番号１３番と番号１５番について、山南地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号１３番について、質問、意見等はございませんか。 

（「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、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１３番は、証明書を交付すべきものと決定いたします。 

  次に、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、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１５番は、証明書を交付すべきものと決定いたします。 

  次に、番号１４番、番号１６番についてですが、農業委員会等に関する法律第３１条に該当

する方がいらっしゃいますので、退席をお願いします。 

 

（該当委員退席） 

 

○議長 それでは番号１４番、番号１６番について、山南地域委員会から確認報告をお願いいた
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します。 

○委員 番号１４番を、議席番号○番の○○が説明させていただきます。 

  番号１４番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は２７ページに示しています。 

  １１月１１日に確認したところ、現地は倉庫になっており、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４０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 続きまして番号１６番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号１６番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は７７ページに示しています。 

  １１月１１日に確認したところ、現地は進入路、露天駐車場となっており、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４５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、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１４番は、証明書を交付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、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１６番は、証明書を交付すべきものと決定いたします。 

  復席をお願いいたします。 

 

（該当委員復席） 

 

 

～ 議案第５号 番号１番～番号３番 ～ 

 

○議長 次に、７８ページ、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。 
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○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。 

  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。 

  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 空き家に付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８ページに示しています。 

  現地確認した結果、農業振興地域の農用区域外であること、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復旧困難な農地でないこと等を確認しております。 

  なお、３つのうちの１筆の農地に農業用物置があるので、３条申請の際、同時に２アール未

満の届を提出される予定でございます。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 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、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、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。 

  続きまして、青垣地域の案件について、事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第５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。 

  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 空き家に付随した農地に係る農地法第３条第２項第５号の別

段の面積に係る取扱いについて」に照らし合わせながら、１１月１２日に現地調査を行いまし

た。図面は７０ページに示しております。 

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

をされていないが復旧困難な農地でないこと等を確認いたしております。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長 青垣地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号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、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。 
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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、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。 

  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５号、番号３番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  市島地域委員会から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。 

  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 空き家に付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。８０ページに地図を示しています。 

  現地確認した結果、農用地区域外であること、空き家に隣接していること、現況が、花木、

柿、野菜栽培等をされ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、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３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６号 ～ 

 

○議長 次に、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。 

  事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第６号、朗読。 

○議長 それでは、柏原地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 １１月１５日に地域委員会において、番号１番から番号１９番について確認しました

が、全ての農地において効率的に耕作し、農作業に従事する等、農業経営基盤強化促進法第１

８条第３項の各要件を満たしていると考えられますので、決定することに特に意見はございま

せん。 

○議長 柏原地域委員会の確認報告が終わりました。 

  質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  柏原地域における農用地利用集積計画の決定について、全て照会のとおり決定することに、
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異議がないと回答することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

照会のとおり決定することに、異議がないと回答いたします。 

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

る方がいらっしゃいますので、退席をお願いいたします。 

 

（該当委員退席） 

 

○議長 それでは、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２０番から番号５８番まで、１１月１２日の氷上地域委員会において確認しました

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

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

いません。 

  なお、番号２５番、番号５５番は、高齢の方が設定を受けられておりますが、息子さん、お

孫さんと一緒に農業をされていると、担当委員さんより報告を受けております。 

  また番号３６番、番号３７番につきましては、集落の共同苗代田で代表名義になっており、

設定を受けられる方が、適正に耕作をされております。 

○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。 

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

異議がないと回答することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

照会のとおり決定することに、異議がないと回答いたします。 

  復席をお願いいたします。 

 

（該当委員復席） 

 

○議長 次に、青垣地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 １１月１２日に青垣地域委員会で、番号５９番から番号７２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１

８条第３項の各要件を満たしていると考えられますので、決定することに特に意見はございま

せん。 

  ご審議のほど、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。 

  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。 

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

異議がないと回答することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

照会のとおり決定することに、異議がないと回答いたします。 

  ここで議長を交代いたします。 

○議長 続きまして春日地域ですが、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 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 １１月１５日に番号７３番から番号１３９番まで確認いたしましたが、全ての農地につ

いて効率的に耕作し、農作業に常時従事するなど、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の

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

○議長 春日地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

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

異議がないと回答することとしてよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、春日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。 

  復席をお願いいたします。 

 

（該当委員復席） 

 

○議長 ここで議長を交代いたします。 

○議長 次に、山南地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

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

をお願いいたします。 

 

（該当委員退席） 

 

○議長 それでは、山南地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 １１月１１日に番号１４０番から番号１６１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。 
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○議長 山南地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

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

異議がないと回答することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

照会のとおり決定することに、異議がないと回答いたします。 

  復席をお願いいたします。 

 

（該当委員復席） 

 

○議長 次に、市島地域委員会から確認報告をお願いします。 

○委員 １１月１１日に番号１６２番から番号１９３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。 

  補足といたしまして、番号１８９番、番号１９０番につきましては、どちらも実家であると

ころから経営に参加しているのと、更新をしているということで、特に意見はありません。 

○議長 市島地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

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

異議がないと回答することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

照会のとおり決定することに、異議がないと回答いたします。 

 

～ 報告第１号 ～ 

 

○議長 続きまして８２ページ。報告第１号、農地の一時利用届についてを議題といたします。 

  事務局説明をお願いします。 

○事務局 報告第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。 

  青垣地域委員会から補足することはございませんか。 

○委員 番号１番について、議席番号○番の○○が補足説明します。 

  この田んぼの畦の真ん中を排水路が通っておりまして、本年度の多面的機能直接支払交付金

事業を利用して、排水路の法面のコンクリート張り工事をするということで、両サイドを重機

が入るための一時利用ということでございます。 
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  一時的に表土をはぎとり、工事完了後は現状復旧をするということで、確約書もついており

ます。 

○議長 番号２番についてはいかがですか。 

○委員 番号２番は、工事用の進入路でございます。１２月２１日から来年の３月２０日まで工

事用進入路として使用するという届が出ております。 

○議長 ありがとうございます。 

  青垣地域委員会から補足説明がありました。 

  番号１番及び番号２番について、質問等はございませんか。 

（「質問なし」と呼ぶ者あり） 

○委員 番号１番は、農地・水・環境の関係の工事ですが、申し合わせ事項がどっかになかった

ですかね。こういった住民が一体的に取り組む事業は申請が要らんというような、どっかに書

いてあるようなことはなかったですかね。ちょっと確認ですけれども。非常にめんどうくさい

ぐらい、小さい農地ですので。 

○議長 事務局から説明します。 

○事務局 失礼いたします。事務局でございます。 

  実務必携お持ちの方は、インデックス２番、丹波市農業委員会統一事項でございますが、７

ページの番号４５番でございます。 

  一時利用の届出について、自治会、農会、多面的機能支払交付金活動組織、土地改良区等の

団体が実施する場合、添付書類は、地域等の同意書は省略し、地図及び工事図面等で受付する

ということになってございまして、全く届出が必要ないということではございません。添付書

類が一部省略できるということで、統一事項は定められております。 

○委員 分かりました。 

○議長 今まででしたら、全ての関係者の同意印をもらわないといけなかったのですが、こうい

う場合は、団体からの届出だけでよいと変更になっておりますので、御確認ください。 

  ほかに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、番号２番につきまして、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８６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１番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

 柏原地域委員会から補足することはございませんか。 

○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２号の番号１番、農地の形状変更届について、御承
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知おきください。 

  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 報告第２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 番号３番ですが、田から畑に変更するために、県道のレベルまでかさ上げする変更届で

す。 

○議長 山南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２号の番号３番、農地の形状変更届について、御承

知おきください。 

  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 報告第２号、番号４番～番号６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。まず番号４番について。 

○委員 番号４番は、５条で審議していただきました５８ページの地図を見てください。転用部

分は一般住宅を建設するために１メートル程度かさ上げされ、残った農地部分が低くなってし

まい使い勝手が悪いため、宅地と同じレベルまでかさ上げし、菜園場として利用するための届

出です。 

○議長 番号４番につきまして、質問等はございませんか。 

（「質問なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 質問等がないようですので、報告第２号の番号４番、農地の形状変更届について、御承

知おきください。 

  続きまして、番号５番、番号６番について、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 これは排水対策のため、現在素掘りになっている溝に、Ｕ字溝を設置するという形状変

更届です。 

○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５番、番号６番、農地の形状変更届につ

いて、御承知おきください。 

 

～ 報告第３号 ～ 

 

○議長 続きまして、報告第３号、農地法施行規則該当転用届について、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。 
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  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○○が補足します。 

  所有する農機具が増えてきたために、新たに農地を転用して、農機具置場を設置したいとい

うことでございます。 

○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、農地法施行規則該当転用届につい

て、御承知おきください。 

  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 報告第３号、番号３番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  市島地域委員会から補足することはございませんか。 

○委員 番号３番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号３番は、農地を農業用倉庫に転用するための届出です。図面は９４ページに示していま

す。 

  地元自治会長、水利代表、農会長等の農地転用同意書もあり、支障がないと思われます。 

○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３号の番号３番、農地法施行規則該当転用届につい

て、御承知おきください。 

 

～ 報告第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、事務局から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。 

  まず柏原地域委員会から、補足することはございませんか。 

○委員 番号１番は、北柏原川の調節池に関連する河川改良工事の工事ヤードとして使用する届

出です。ただ、この土地は、２０年ほど前から、駐車場として使われておりましたので、この

土地につきましては、来月に非農地証明願を出すようにと、指導しております。 

○議長 番号２番について、補足説明はありますか。 

〇委員 番号２番は、基盤整備の用水路のやり替えと改修ということで、この農地を使わざるを

得ないというふうに聞いております。 

○議長 春日地域委員会はどうですか。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 柏原と同じような、排水路の改修工事ということであります。 

  次に、市島地域は補足説明ありますか。 

○委員 特にありません。 
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○議長 全体の公共工事の中で、質問等はございませんか。 

（「質問なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 質問等がないようですので、報告第４号、公共工事の届出について、御承知おきくださ

い。 

  これで全ての審議を終了させていただきます。 

○委員 ちょっと確認してもいいですか。 

  すいません。７９ページの議案第５号の番号３番の市島の件ですけども、現在の利用状況は

どうなっていますか。何か作られているのですか。 

○委員 さっき言いましたように、花木、果樹、野菜が作られております。 

○委員 保全管理にならないのではないですか。 

○委員 保全管理にならんということですか。今そこは、栽培はやっていません。所有者は不在

となっています。その方が最近まで管理しておられました。 

○議長 これまで管理しておられて、今はもういらっしゃらないということですね。 

○委員 はい、今は。 

○議長 ただ最近まで農地として利用されていたということですね。 

○委員 そういうことです。 

○議長 この利用状況っていうのが、保全管理になっているのかどうかということですね。 

○委員 そうそう。 

○議長 議案自体は特に問題ないと思うのですが、利用状況について、農地として利用している

のかということですね。 

○委員 利用されてきたという。 

○議長 されてきた。 

○委員 最近までは。 

○議長 常に手が加えられておれば、現在農地として利用されているということになるんですが。 

○委員 つい最近までは管理されていました。 

○議長 ちょっとこの表現について、疑問があるかもしれないですね。今は手が離れたというこ

とで、最近まで農地として利用していたと。農地として、利用していたかというのは、この関

係について問題ないかと思いますが、今後、利用状況は、よくチェックしてください。 

  この際、何か質問、意見等がございましたら。 

  事務局。 

○事務局 （事務連絡） 

○議長 ありがとうございます。 

  これからすぐに師走になってまいりますので、それぞれお忙しいと思いますが、体調管理に

お気をつけいただいて、また年末の委員会に参加していただきたいと思いますので、どうかよ

ろしくお願いいたします。 

  それではこれで、閉会させていただきます。ありがとうございました。 
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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１１月２５日 

 

            議           長               ○印  

 

 

            議事録署名委員（１４番委員）              ○印  

 

 

            議事録署名委員（１５番委員）              ○印  


