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 令和３年度 第５回定例総会議事録 

  

１．日 時  令和３年８月２５日 午後１時３０分 

２．場 所  丹波市立春日住民センター大会議室 

３．出席者 

○農業委員 （２３名） 

 （柏原地域） １番 古倉 一郎  ２番 矢本 規夫 

 （氷上地域） ３番 芦田 義彦  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 

 

○欠席委員 （１名） 

        ４番 足立 正典 

 

○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 農地の形状変更届について 

  報告第 ２ 号 農地法施行規則該当転用届について 

  報告第 ３ 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５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、議席番号４番の足立正典委員から欠席届が提

出されております。結果、農業委員２４名中、２３名の農業委員にご出席いただいております

ので、農業委員会等に関する法律第２７条の規定により本会が成立していることを御報告させ

ていただきます。 

  併せて、議案書の訂正をお願いします。 

まず３ページを御覧ください。３ページの番号６番でございます。 

譲受人さんの名前、議案書ではアルファベットで表記をしています。○○さんですが、住民

票の登録がアルファベットの表記である場合でも、不動産登記をされる際、法務局では片仮名

で登記されることを今回初めて分かりました。 

結果、一番問題が起きないように、改めて片仮名で申請をいただいて、片仮名のお名前で、

許可書を発行させていただく。このような形で手続を進めさせていただきたいということで、

今回３ページ番号６番の譲受人について、○○さんと修正をお願いしたいと思います。 

次に、３８ページ及び３９ページでございます。図面の訂正でございます。議案書の３８ペ

ージの進入路として表記してある部分、長細いところ、○○さんという名前がすぐ左側にある

のですが、それのちょっと左に寄った形になるのですが、３９ページのほう見ていただいたら

真っすぐに家のほうに寄った形になっております。地域委員会で確認していただいたところこ

の利用計画図、３９ページの進入路の形が正解ということで確認いただいておりますので、本

日お手元のほうに、その進入路の部分を書き直した図面をお配りさせていただいておりますの

で、差し替えをお願いいたします。 

併せてその３９ページ、議案書の一番右肩のほう、「○○」とあるのですが、仮ということ

は一時的という表現になってしまいます。 

このため「仮」の言葉は取っていただいて、「○○」と、こういう形で表記をさせていただ

いておりますので、併せての差し替えということで、よろしくお願いいたします。 

最後にもう１点だけ連絡でございます。この定例総会の会場、お席によってはちょっと声が

それぞれに聞き取りにくいという意見をいただいておりました。結果、本日マイクを３本用意

させていただいております。議長さんのマイクは固定で、委員さん方、御発言いただくとき、

そのままでも大丈夫いう方もおられるのですけれども、マイクが必要な方がいらっしゃいまし

たら、御発言いただくときにちょっとお声をかけていただきましたら、事務局のほうからすぐ

にお持ちいたしますので、ぜひご利用いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 

３．議事録署名委員の指名 
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○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。 

  本日の議事録署名委員は、議席番号８番の足立康裕委員、議席番号９番の足立篤夫委員、両

委員よろしくお願いします。 

  また、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。 

  すいません。事務局より、さらに議案の訂正があるようですので、事務局お願いします。 

○事務局 再度失礼いたします。皆さん、議案書ページ４ページを御覧ください。番号９番の申

請案件、春日地域の案件ですが、申請者から取り下げの連絡を受けております。議案書から削

除をお願いいたします。 

○議長 よろしいでしょうか。 

 

４．議事 

 

～ 議案第１号 所有権移転 番号１番～番号８番、番号１０番～番号１７番 ～ 

～ 報告第２号 番号５番、番号６番 ～ 

 

○議長 それでは日程４、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３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、農地を売買により取得し、経営を安定させたいというもので、７ページに地図

をつけています。 

  ○○番については、Ｌ字型になっていますが、残りの部分も含めて、あぜなしの１枚の田ん

ぼでございます。この部分については、譲受人が利用権設定をするということで本日の議案に

入っております。 

  もう１つの○○番と○○番については、あぜなしの１枚の田んぼです。この２枚とも譲受人

が既に耕作されており、今後も耕作をされることが確実と考えます。 

  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。 

  番号２番は、農地を売買により取得し、自宅近くで家庭菜園をしたいということで、今回分

筆して、取得されるという案件です。地図は８ページにつけています。 

  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。 

  番号３番は、農地を売買により取得し、経営を拡大したいというもので、９ページに地図を

つけています。 
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  譲受人は○○にお住まいですが、母親が○○にお住まいで、母親の協力を得ながら耕作する

というふうに聞いております。実際には、この申請地南側の住宅を購入することになり、それ

に附随するこの農地を同時購入されることになったようです。 

  現在この農地は、何ら耕作がされておらず、大きな木も生えて、荒れているという状態です。

これらの木は伐採し、この畑の一部は家庭菜園として利用し、残りは栗を栽培する計画です。 

  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 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。 

（「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。 

  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、１０ページに

図面を添付しております。 

  譲受人は、○○市にお住まいされておりますが、申請地の北側の民家を購入され、転居され

る予定です。売買契約書も添付されており、耕作意欲等も確認しております。 

  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。 
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  ただ、利用権設定で、１，０００平米程度の面積の農地を借り受けされるという申出も出て

お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。 

○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。 

（「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、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５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、経営規模を拡大したいというもので、１１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。 

  なお、譲渡人は、所有農地が０となり農業経営を廃止されます。 

  また、譲受人は、○○業をしているものの農業経験はあるということでございます。 

  農機具については、トラクターを確保するということで、届けが出ておりますので、報告し

ておきます。 

○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。 

（「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。 

  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６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６番につきまして、議席番号○番の○○が説明します。 

  この番号６番につきましては、農地を取得し、経営規模を拡大したいものということでござ

います。図面につきましては、１２、１３、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
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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、図面は１５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。 

  なお、譲受人は、現在○○市にお住まいでございますが、地元自治会長さん及び農会長さん

また、土地改良区の担当理事さんの同意も得られ、数年の間は耕作等の指導もしたいというこ

とです。 

  また、譲渡人の古民家も、１５ページの図面の中にありますが、１、２年の間に中を改造し

○さん、○さんの３人で移住したいということも聞いております。 

  １５ページの図面をもう一度見ていただきたいのですが、左側の一番上に、○○さんという

名前で出ておるのが、今言いました古民家でございます。住むにはちょっと手を入れなくては

ならないようでございますので、ここ１、２年の間に中を改造して、３人の家族が住めるよう

にしたいということでございます。 

  続きまして番号８番を、同じく議席番号○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、図面は１５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。 

  この方の○が、かなりの面積の農業をされております。現在そこで、自作の田んぼ以外に田

植え・稲刈り作業等もされております。それを○さんである譲受人が引き継ぐ予定です。 

トラクター２台、コンバインも２台、それも我々の持っているような小さいものではござい

ません。トラクターは５０馬力前後のトラクターで、コンバインも５条と６条刈りのコンバイ

ンです。田植機も１台、それから乾燥機も８台ということです。現在もう既に５年ほど経験が

あるそうでございますけれども、家族４人でこれからも経営に力を入れてやりたいということ

でございます。 

○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 この地図の申請地の右側、濃い線で囲われとる部分がありますが、これはどういう意味
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があるのですか。 

○委員 今の御質問は、番号８番に附随した案件でございまして、この囲まれている第３条のほ

うは、この上の斜線の分です。この下の部分については、以前に申請されて、購入済みの分で

す。この斜線の部分だけが残っていたわけです。で、最終的には、その部分全部を一体として

利用するということでございます。 

○委員 分かりました。 

○議長 よろしいですか。 

○委員 すんません。その件と一緒なんですが、１５ページの左側の第３条の○○番の分ですが、

この上に四角い囲いで、何か物が建っているようにありますが、これも農地としてみなしてい

るということでいいのでしょうか。それともここは非農地なのでしょうか。 

この囲いの部分ももうひとつ理解できなかったので、もう少しはっきり分かるように教えて

ください。 

○委員 番号７番について、○○番○○平米の内○○平米は、農地法施行規則該当転用届済みと

いうことで、この○○さんの農機具倉庫みたいなものが建っています。 

○議長 今の説明のとおりです。○○番の○○平米の内○○平米が既に該当転用届が出ています。

この四角に囲っておる部分は、作業受委託があるということでございますのでその１筆の中に

あるということで、伺っています。 

  この番号７番につきまして今審議しておりますが、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 よろしいですか。 

それでは番号７番について、意見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、番号８番について、先ほど委員から質問ございました、番号８番についての○○番の

○○平米のところが、大きい１枚の田んぼがございます。これは一体のものでありまして、既

に以前に購入済みのものであります。この一部だけがまだ購入ができてなかったということで

今回の申請になっております。最終的には１枚の圃場として、管理をするという案件でござい

ます。 

番号８番について、ほかに質問、意見等はございませんか。 

○委員 これ一体になっとるんですね、この太い線で書いている分と。そしたらこのとこへの進

入路はどれになるんですか。 

○委員 後で非農地証明願の案件で出てくるのですけれども、その上の○○番、○○平米につい

て、今回非農地証明願がされていますが、そこから入るということです。 

○委員 上の道まで続いとんですか。 

○委員 そうです。 

○議長 よろしいですか。○○がありまして、○○が道に隣接しております。以前から○○の横

が通路のようになっておりまして、元々そこから進入しておったということです。ここは非農

地で、後で出てまいりますけれども、ここから進入するという内容です。 

○委員 再三、進入路云々って言わんなんねんから、最初から書いといてください。 
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○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。 

次に、山南地域の案件について、事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第１号、番号１０番～番号１２番、報告第２号、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１０番を、議席番号○番の○○が説明をいたします。 

  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

しております。 

  また、６６ページにありますが、○○平米の内の○○平米に、農機具を入れる農業用の倉庫

を建てたいとして、２アール未満の届出もされております。 

  御審議のほど、よろしくお願いをいたします。 

○委員 続きまして番号１１番、番号１２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。 

続きまして番号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、地図

は２０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。 

  補足でございますが、今回購入される農地は、○○でございます。申請者の住所が○○とな

っておりますが、店舗は○の正門の入り口近くにございまして、工場は○○にございます。こ

こが拠点となります。 

  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１０番について、質問、意見等はございませんか。 

併せて６６ページの番号５番について、質問等はございませんか。 

（「質問なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 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、６６ページの番号５番につきましては、御承知おきください。 

続きまして、番号１１番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

番号１１番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

番号１２番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

番号１２番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

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１３番～番号１７番、報告第２号、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確認報告をお願いいたします。なお番号１３番、番号１４番は併議とし

ます。 

○委員 番号１３番、番号１４番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号１３番、番号１４番は、農地を売買により取得し、経営を開始したいというもので、図

面は２１、２２、２３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。 

  栗の栽培を計画されており刈払機２台を確保され、軽トラを確保予定と確認しています。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

  それと６６ページの２アール未満の農業用施設の届出ですが、番号６番は、農地を農機具庫

に転用するための届出です。図面は２１ページに示しています。 

土地改良区、地元自治会長、水利代表、農会長の転用同意書もあり、周辺の営農に支障はな

いと思われます。 

また、現在当土地に農機具庫を既に建築し利用しているため、この方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という始末書が添付されています。 

  御審議のほう、よろしくお願いいたします。 

  続いて番号１５番も、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２４

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
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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。 

  申請をするに当たり、３０年以上前に○○し○○となっている農地があることが分かり、非

農地証明願の申請手続をいたしますという誓約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。 

○委員 番号１６番を、議席番号○番の○○が説明します。 

番号１６番は、先月出ました別段面積設定の農地を取得し、農業を開始したいというもの

で、地図は２５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。 

  なお、農機具等は、譲渡人の○○がこの近くに住んでおり、そこで管理機等借りる予定にな

っております。 

○委員 番号１７番を、議席番号○番の○○が説明します。 

番号１７番の譲渡人と譲受人は○○で、相続した○の農地を、無償譲渡で取得し、経営規模

を拡大したいというもので、２６ページに地図を付けております。 

  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。 

  権利移転についての誓約書、地元土地改良区の同意書が添付されております。 

  なお、譲受人は、相続した実家を含め、ほかの農地も適正に管理されております。 

  譲渡人である○は、今回の申請で農地はなくなり、農業経営は廃止されます。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 市島地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号１３番、番号１４番、並びに６６ページ番号６番につきまして、質問、意見等はござい

ませんか。 

順番に。○○委員から。 

○委員 ○番委員さんのほうから説明があって、新規就農ということが分かりましたが、ここに

添付されている資料では、○○歳○○で、耕作面積は０であり新規就農、どういう経歴の方な

のか教えてください。 

○議長 まず譲受人の職業について、○○と書いてありますがどうですか。 

○委員 年間農作業従事日数が１８０日、ちょっとこれ何をされていたかは確認していません。 

○議長 すいません。ちょっと事務局のほうで確認して、それは後ほど、回答いたします。 

  ほかに質問はありませんか。 

○委員 議席番号○番の○です。 

  ６６ページに始末書とありますが、この始末書はあくまでも譲渡人のほうということで、理

解してよろしいですか。新規就農で最初から始末書を出すと、二度と出せないようなことにな

りかねない。 

よろしいですね、譲渡人から始末書が出とるということで。 

○委員 そうです。すいません。 
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○委員 結構です。これ体よくやられるのかなと思って。最初からここで始末書出してしもたら

ええのかなと思ったんで。 

○議長 ○○委員。 

○委員 今説明を見たのですが、これ合計１５筆の農地がありますが、拠点は○○に作っておら

れるのですか。従前から○○に住んでおられるのか。耕作者数が１人ということで、これだけ

の農地の管理をするのが大変やと思うのですけども、その辺のところ、お伺いしたいです。 

○委員 ２１ページを見てください。この○○さんいう方の家を買われます。ここを拠点に、農

業を開始されます。 

○議長 よろしいですか。譲渡人の実家があるということで、それを購入して、そこを拠点に農

業を開始するというところですね。 

  ほかに質問は。 

○委員 問題はないと思いますが、先ほどの説明では栗を栽培するということなんですが、地図

を見せていただくと、田んぼの中で、両側も田んぼがあって、そしてそこの間に栗を栽培され

るということ、地域調和要件が問題はないというふうに説明があったと思いますんでその辺は

地域の方も問題はなかろうというふうに判断をされているんだろうと思うんですけども全部栗

ということで、理解したらよいんですか。 

○委員 はい。全部栗です。 

○委員 地域では問題ないと判断されているのですね。 

○議長 全部栗ということで、地域としても確認はされておるということでよろしいですか。 

  先ほどの職業のことにつきまして、ちょっと今確認中でございますので。 

  番号１３番、番号１４番につきましては、今確認の事項がございますので、一旦番号１３番

番号１４番については保留し、先に番号１５番以降を審議したいと思います。 

回答を確認できましたら、審議いたします。 

  すいません。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） 
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○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。 

  先ほどの質問の回答が出るまでしばらく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。 

  農地第３条の規定による農地の所有権移転の許可申請承認についての５ページの番号１３番

番号１４番につきまして、譲受人の職業について、今確認を取りましたので、事務局から説明

をお願いします。 

○事務局 失礼いたします。事務局でございます。 

  確認の結果ですけども、譲受人の職業につきましては、○○ということで、大変申し訳ござ

いませんが、番号１３番と番号１４番の譲受人の職業でございますが「○○」から「○○」に

訂正をお願いいたします。 

  ２点目の譲受人の農業経験でございますが、家庭菜園程度は現在もされているということで

ございます。 

○議長 よろしいでしょうか。 

  ほかに質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

番号１３番、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１３番、番号１４番については、許可すべきものと決定

いたします。 

  なお、６６ページの番号６番につきましては、御承知おきください。 

 

～ 議案第２号 番号１番、番号２番 ～ 

 

○議長 続きまして、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。 

  この案件につきましては、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、退席をお願いします。 

 

（該当委員退席） 

 

○議長 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１番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号１番は、農家住宅・ホームスクール・露天駐車場を建設するための申請でございます。

図面は２９ページ、３０ページに示しております。 

  申請地の農地区分は、街区の面積に占める宅地の面積の割合が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、農家住宅建築に対し妥当なものであり、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。 

  ここで、添付されている上申書をかいつまんで読ませていただきます。 

  今般、私が申請し、住宅を建設するため、次のとおり上申いたします。 

私たちの家族は、○○を有し、現在○○市で○○の○○をしております。○○歳の○を筆頭

に、○○人おります。申請地に建築する建物は、そのうちの私の家族○○名が移住し、将来、

高齢の○や○との同居も予定しております。 

添付しております図面等に関して、私たち家族には幼い○や○とか○とかが多数おりますの

で、○が定期的にホームスクールを開催し、また、田舎暮らしや農業に関心のある○○の方が

研修施設として利用することを目的に、建物内部及び建物周辺施設の計画となっております。 

  見積書の内容は、建物の建築設計は、私が○○で○○の経験がありますので、建築材料は一

部○○より調達し、最小限の費用で積算しております。主に私たちの家族で施工いたします。 

  なお、地元自治会長さん、関係者には、今後自治会入会を前提に、さらに経緯を説明してお

ります。 

  貴会におかれましては、上記内容を御理解いただき、寛容な御処置を賜りますよう、お願い

申し上げます。という内容です。 

  現在、○○において、２名で３町余りの耕作をされております。御審議のほど、よろしくお

願いいたします。 

○議長 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。 

○委員 すいません。議席番号○番の○○です。 

譲受人は、二、三年前に○○でも農家住宅、農地を購入されているのですが、ここへ来ると

いうことは、そこを引き払うということですかね。多分○○でも農地を買っていると思います。 

○委員 私は、そこまでは聞いていません。 

○委員 ○○も弟さんが何かするとか言って家買われている。 

○委員 だから○○地域で現在、○○名おられるんですけど、その○○のほうへは○○名がとり

あえず移りたいとのことです。その他にも○○何名おられると思います。 

○委員 全員が引き上げずに、まだそこにおられるということですね。 

○議長 ○○地域委員会で、こういう確認等、分かる部分で説明ができますか。どうですか。 

○委員 現在、○○に大きな家を構えて、○○で何かしながら住まわれています。そこの家を引

き払ってこの申請地に来るということではなく、家族関係等プライベートなことは分かりませ

んが、家族が分散して、誰が来るかは分かりませんが、この申請地にも畑を作って、やってい

きたいということのようです。子供も非常にたくさんおられるようで、地元の人も家族構成等

の様子は分からんようです。当然私たちも分かりません。そこまで聞けないですからね。 
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○委員 ほんなら分散して住んでやいうことやね。 

○委員 ○○で分散して住むというふうに、理解しています。その程度のことです。 

○委員 そしたら学校なんかどうやって行かれているのでしょうか。 

○委員 いや学校もね、○○○○○○で、ここの地域で住んでも○○○○○○とかね、○○○○

○とか、いろんなことを考えておられるようなんです。けども、そのことに関しては、農業委

員会として何も言えません。それが地元自治会長などとここに住まいするに当たって、よく相

談なり協議はされているものと思っております。 

○委員 自治会でもトラブルなんかは今までも全然起きたことはないんやね。 

○委員 トラブルは聞いていません。 

○議長 ○○委員の質問につきましては、分散して住まわれるということでよろしいですか。 

  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。 

  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２号、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○○が説明をいたします。 

  番号２番は、露天駐車場を建設するための申請で、図面は３１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種農地と判断をされると考えております。 

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

  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
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定いたします。 

 

～ 議案第３号 所有権移転 番号１番～番号１０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番と番号２番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号１番は、譲受人が集合住宅を建設するため、転用しようとする申請です。図面は８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、２万１，３５６平米、宅地の面積、９，０２２平米。宅

地の割合４２．２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。 

  アパートは、○○戸で、○○台の駐車場となっており、少ないように思えたので確認したと

ころ、○ＬＤＫで単身者向け住宅であると聞いています。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。 

  番号２番は、譲受人が一般住宅を建設しようとするために、転用しようとする申請です。図

面は８ページに示しているとおりです。 

  申請地の農地区分は、番号１番と同様街区の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、地元自治会関係者等の同意もあり、周辺農地の営農への支障はないものと

思われます。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。 

番号１番と番号２番は、隣接同意はお互いがお互いを同意するという状況です。 

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。 

  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、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、氷上地域の案件について、事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第３号、番号３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○○が説明いたします。 

  番号３番は、売買により建売分譲住宅として利用するための申請です。図面は３５ページ、

３６ページに記載しております。 

申請地の農地区分は、３５ページに記載のとおり、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種農地と判断しております。 

３５ページの住宅地図で、宅地の部分を事務局に入れていただきました。その部分が登記簿

上宅地とみなされております。現地は更地でありますけれども、登記簿上宅地、この部分も含

めて４０パーセントを超えておりますので、第３種農地と判断しております。 

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

また、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、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。 

  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４番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  青垣地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号４番について、議席番号○番の○○が説明をいたします。 

  番号４番は、露天資材置場として利用するための所有権移転の申請です。図面は３７ページ

につけております。 

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

であることから、第２種農地と判断をいたしました。 

地元の同意も取られておりますし、周辺農地の営農への支障はないと思われます。 
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また、転用目的の妨げとなる問題もなく、転用面積も妥当であり、農地法第５条第２項の各

号には該当せず、許可基準を満たしておりますので、地域委員会といたしましては許可すべき

ものと決定をいたしました。 

○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９番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  春日地域委員会からの確認報告ですが、まず番号５番と番号６番について、併議として説明

をお願いします。 

  なお、この案件につきましては、農業委員会等に関する法律第３１条に該当する方がおられ

ますので、退席をお願いします。 

 

（該当委員退席） 

 

○議長 番号５番、番号６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５番、番号６番につきまして、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号５番、番号６番は、売買により露天資材置場として利用するための申請です。 

図面３８、３９ページを見てください。 

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

タール未満でございまして、第２種農地として判断させていただきました。 

  進入路がございますが、利用計画図、３９ページを見ていただきましたら分かりますように

雑種地ということでございますので、土地の取得をして、こういう利用を図りたいということ

でございます。 

  隣接しとるところに、○○川がありますが、河川法による届出は済んでおります。 

  隣接の所有者とか、それから地元等の同意も得られており、周辺農地の営農への支障はない

ものと思われます。 

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

も申請内容に問題がないことを確認しております。 

○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、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５番、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



 - 18 - 

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、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。 

  復席をお願いいたします。 

 

（該当委員復席） 

 

○議長 続きまして、番号７番、番号８番、番号９番について、春日地域委員会から確認報告を

お願いしますが、番号８番、番号９番についても併議とさせていただきますのでよろしくお願

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、売買により取得し、一般住宅を建設するための申請です。図面は４０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メートル以内に学校

教育施設が２箇所存在するため、第３種農地と判断されると考えます。  

  隣接者、地元等の同意も得られ、周辺農地の営農への心配はないものと思われます。 

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、隣接する水

路へ排水されます。 

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

がないことを確認しております。 

  譲受人は、○○２人の共同名義での申請となっております。 

  続きまして、番号８番、番号９番を説明いたします。 

  番号８番、番号９番は、売買により取得し、貸露天駐車場として利用するための申請です。

図面は４１ページに示しております。 

  申請地の農地区分は、公共施設から３００メートル以内に位置するため、第３種農地と判断

されると考えます。 

  隣接者、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、雨水排水は、隣接する用悪水路へ排水されます。 

図面の４１ページ見ていただいたら分かりますが、申請地の東側に、現在使用している職員

駐車場がもうすぐ期限で、契約が継続できないとのことで代替用地を早急に確保する必要があ

り、今回の申請となりました。 

申請地の細い部分につきまして、下のほうですが、大型の○○を駐車するスペースとして有

効に活用したいとのことです。 

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

ないことを確認しております。 

  この申請人は、○○の役員で、個人で購入するが、会社に露天駐車場として貸し出すという

立場でございます。 

  ○○内に、自動車やらを異動さしたり、お客さんの駐車場としても、利用していきたいとい

うことです。 



 - 19 - 

  国道からの進入につきましては、県との間で、道路法第３２条の占用許可を申請されており

土盛りに係る特定事業についても、関係機関と協議し、進めておるということでございます。 

  また、○○の○のすぐ横なので、○○とも調整していることを確認しております。 

資金証明、貸駐車場の契約書、利用計画図なども添付されております。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長 春日地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号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。 

  番号８番、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８番、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８番、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○番の○○が説明します。 

  番号１０番は、○○の農地を○○に贈与し、一般住宅を新築するための申請です。地図は４

２ページに示しています。 

  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 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） 
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○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。 

  続きまして、４３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。 

  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。 

  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○○が説明いたします。 

  番号１番は、譲受人が一般住宅を新築するために、○間で使用貸借権を設定し、転用する申

請です。図面は１９ページに示しております。 

  申請地は、街区の面積が１７，０３３平米、そのうち宅地面積が９，９８１平米です。宅地

面積の占める割合が５８．６パーセントであるため、第３種農地に該当します。 

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。 

使用貸借契約書も添付されております。 

  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。 

  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１番について、質問、意見等はございませんか。 

○委員 すいません。議席番号○番の○○です。 

この第３種農地はいいんですけど、もう一回り下に下りてきて内側に囲めますよね。事務局

に聞きたいんです。○○さんからずーっと下に下りてきて、すぐ下に下りるまでに途中で入っ

てく道ありますよね。○○さんとこに。こういう囲み方は、この申請に関しては全く問題ない

んですけど、この囲み方で、とかと、恣意的というか何か根拠、こんな広く囲む根拠がなにか

あれば教えてほしいです。これだけでも当然第３種でいいんですけど、ただもう一回り下に道

がありそうな気がするんで、ここ囲んだら十分ええんかなと思うんですけど。 

○議長 街区のとり方ですね。 

○委員 そういうことです。 

○事務局 失礼いたします。事務局でございます。 

  図面１９ページでございますが、今回につきましては、南側が県道、それから南側以外の道

路につきましては市道。これの最小の範囲で囲んでおりますので、真ん中のところ、今御指摘

のあったところは、道路法による道路ではないということでございます。 

○委員 了解しました。ありがとうございます。 

○議長 市道の中で、囲むということです。 

○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 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１番について、許可相当と意見を付して、進達することとしてよろしいですか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

定いたします。 

  ここで休憩を取ります。 

 

（休憩） 

（再開） 

 

○議長 それでは再開します。 

 

～ 議案第４号 番号１番～番号１２番 ～ 

 

○議長 次に４５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～番号４番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  氷上地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号１番、番号２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ございます。図面は４７ページに示しており

ます。 

  ８月１３日に現地を確認したところ、現況は住宅が建っており、農地への復旧困難であり、

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。 

  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、隣接者の証明もあります。

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

会としては、証明することを問題ないと考えます。 

  なお、この案件は、所有者以外からの証明願であるため、証明願を出すことに対し、土地所

有者の同意書も添付されております。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

  番号２番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は４８ページに示しております。 

  地図を見てもらったとおり、１つの建物の中に○○さんと○○さんの名前がありまして、○

○さんが○で２年前に亡くなられたので、○○さんが相続されております。 

  ８月１３日に現地確認したところ、現況は住宅が建っており、農地への復旧は困難であり、

周囲の状況から見て、非農地と判断しても特段に影響がないと見込まれます。 

  また、農地でなくなった時期は、昭和５８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、地目変更のための非農地証明願です。図面は４９ページに示しています。 

  ８月１３日に現地確認したところ、現況は、○○番は露天資材置場、○○番は露天駐車場と
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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について、○○番は昭和２０年頃、○○番は昭和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。 

番号４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。 

  ８月１３日に現地確認したところ、現況は倉庫が建っており、農地への復旧は困難であり、

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

  また、農地でなくなった時期は、昭和５５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。 

  御審議のほう、よろしくお願いします。 

○議長 氷上地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号１番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

番号２番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号２番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号２番は、証明書を交付すべきものと決定いたします。 

  番号３番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号３番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号３番は、証明書を交付すべきものと決定いたします。 

  番号４番について、質問、意見等はございませんか。 

○委員 利用状況で、３筆とも倉庫ということになっているのですが、住宅地図だけで見ると 

これ自宅のような倉庫のような。これ倉庫でよろしいのですか。それだけです。 

○議長 氷上地域委員会。 

○委員 一部住宅もあります。 

○議長 一部住宅も。氷上地域委員会としては、住宅、倉庫。 

○委員 両方です。 
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○議長 両方ですか。事務局。 

○事務局 すいません。事務局でございます。 

  ただいま御指摘いただきましたように、大変申し訳ございません。番号４番について、利用

状況、住宅・倉庫ということで、改めて書き加えていただきますように、よろしくお願いいた

します。 

○議長 利用状況につきましては、住宅、倉庫ということで、確認をしております。 

  ほかに質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見がないようですので、採決をとります。 

  番号４番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号４番は、証明書を交付すべきものと決定いたします。 

 次に、青垣地域の案件について、事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第４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いただきますが、まず番号５番のみ報告をお願いします。 

○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５１ページに示しています。 

８月１３日に現地を確認したところ、住宅の跡地と思われ、農地への復旧が困難であり、周

囲の状況から見て、非農地と判断しても、特段に影響がないと見込まれます。 

また、農地でなくなったのは、昭和５０年頃からで、地元自治会長及び隣接者の証明もあり

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

会としましては、証明することに問題はないと考えております。 

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 番号６番について報告をお願いします。 

○委員 番号６番について、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す。図面は５２ページにつけております。 

  ８月１３日に確認いたしました。現地は住宅となっており、農地への復旧が困難であり、周
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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２０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。 

○議長 青垣地域委員会からの説明が終わりました。 

  番号６番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号６番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号６番は、証明書を交付すべきものと決定いたします。 

  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７番以降を、青垣地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号７番を、議席番号○番の○○が説明をします。 

  番号７番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は１１ページに示しております。 

８月１３日に確認いたしました。現地は、車庫となっており、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、特段影響がないと見込まれます。 

また、農地でなくなった時期は、昭和３８年頃からで、地元自治会長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。 

続きまして、番号８番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は５３ページにつけて

おります。 

８月１３日に確認をいたしました。現地は、露天資材置場となっており、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、特段影響がないと見込まれます。 

また、農地でなくなった時期は、平成１２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。 

続きまして、番号９番は地目変更のための非農地証明願です。図面は５４ページに示してい

ます。 

８月１３日に確認いたしました。住宅・庭・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、特段影響がないと見込まれます。 

また、農地でなくなった時期は、平成３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。 

○議長 青垣地域委員会からの確認報告が終わりました。 

番号７番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 
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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。 

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。 

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１０番、番号１１番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  春日地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号１０番を、議席番号○番の○○が説明します。 

番号１０番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は、１５ページに示しております。 

８月１６日に確認をしたところ、現地は地域の公民館の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５４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はないと考えています。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員 番号１１番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

番号１１番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は、５５ページにあります。 

８月１６日に現地確認したところ、現地には農業用倉庫が建てられており、農地への復旧は

困難であり、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、昭和５６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１０番について、質問、意見等はございませんか。 

○委員 先ほどここは公民館の駐車場とおっしゃったようなんですが、個人の名義になっとるん

で、その辺はどうなんですか。公に駐車場として貸しておられるのか、それとも個人の用地で
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利用されるのか。それだったら公民館の駐車場という意味合いはないほうが良いのかなと思い

ます。非農地証明ということで。 

○議長 春日地域委員会、どうですか。説明できますか。 

○委員 今の御質問に対してですけども、かなり前から地域の公民館は、部落に４カ所地域ある

んですけれども、その駐車場として利用しておったのと、この白の枠の中の田んぼへの進入路

を兼ねとったということです。田んぼへ出入りするときには、ここを以前から利用しとったと

いうことでございます。 

○議長 この申請人が、隣の農地で耕作しておられる方で、申請人が今回の非農地証明願を申請

されたということになっていますので、所有者ではないのですね。 

○委員 所有者じゃない。 

○議長 ということです。で、現況証明願を、地元がそれに出している。 

○委員 申請人がこの方だけでなくて、所有者ではない。分かりました。 

○委員 それやったら、道まで書いたら良いのに。こういう文章で出てきたら、これしゃあない

わけです。こういう質問が出る。当然出すべきですしね。 

それで、先まで書いとるんやったら問題ないけど。ほんで、書けないならこの自治会と契約

だけしとったったらええん違うん。と思います。 

○議長 それぞれが駐車場とか進入路とかなんですが、現在のこの部分につきまして、○○の○

○番につきまして、非農地であるという証明願として出とるわけです。で、申請人は、隣の土

地を購入された○○さんという方になっている。 

今回の案件につきましては、あくまで非農地の証明願ですので、その証明願を承認するかど

うかという議案になります。そういうことです。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 よろしいですか。非農地証明願が出ている。これについて、証明するかどうかというの

が議題ですので。意見等がないということですので、採決に入ります。よろしいですね。 

それでは採決をとります。 

  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１０番。失礼しました。申し訳ない。もう一度、最初か

らやり直します。 

採決をとります。番号１０番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

失礼いたしました。 

  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。 

続きまして、山南地域の案件について、事務局説明をお願いします。 
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○事務局 議案第４号、番号１２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１２番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

番号１２番は、地目変更のための非農地証明願です。 

８月１２日に確認したところ、現地は庭となっており、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元年頃からで、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 山南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、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。 

  

～ 議案第５号 番号１番～番号４番 ～ 

 

○議長 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～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４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、空き家に付属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５９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など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。 

  質問、意見等はございませんか。 

○委員 教えていただきたいんですけど、これ住まいるバンク登録ですね。そうした場合、番号

１番と番号２番、番号４番の方と番号３番の方は名前が違いますが、これは所有者が違っても
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隣接してればいいわけですか。 

○議長 別段の面積を定めるっていうことが議題ですので、農地について、別段面積を定めるか

どうかっていうのを判断することなので。 

○委員 別に問題ないわけですか。 

○議長 それは問題ないです。 

○委員 住宅についとるやつですか。 

○議長 住宅がこの真ん中の空き家ですよね。それに近接しています。 

○委員 人が２人になってるから２軒家があるのかな。１軒の家についとったらええんですか。 

○議長 この４筆について、この４筆が、別段の面積として定めるという議案です。 

○委員 空き家の所在地は一つですね。 

○議長 そうです。 

○委員 だから今、○○委員から質問あった意味やないかなと思うんですけど、１軒の家に２人

住んどったったら分かるんですけど。おかしいこと言いよるんかな。住まいるバンクの下限は

１軒についてこの周りのやったという理解をしてるんで。この所有者が２人いうことは、家が

２軒あるんじゃないですかという確認だけなんです。 

○委員 住宅の所有者は、番号１番、番号２番、番号４番、同じ方ですけど、この方が所有者で

す。で、ここの道から入ってくるのに、番号３番の方の農地も一緒に買われて、そこも耕作を

すると。番号３番の方は、もうちょっと離れたとこにお住まいで、空き家にも何もなっていま

せん。実際○○にお住まいの方です。 

  で、この空き家を買われる方が、その農地も付随して、ということを希望されたようで、今

回下限面積の特例にしてよいかということで、審議をお願いしています。 

○議長 事務局から再度、説明してください。 

○事務局 失礼します。事務局でございます。 

  お手元に、丹波市農業委員会の実務必携をお持ちいただいとると思います。お手数ですがそ

れを開いていただきたいと思います。インデックス１のところで、１番の下７ページを御覧く

ださい。ちょっと細かい字ばっかりで恐縮なんですけれども、７ページ開けていただいたら、

そのページ一番上に「空き家に付属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」この農業委員会で、平成２８年１２月２１日に定めていただいたル

ールでございます。 

で、そこで、ちょっと太目の両かっこが４段ほどありますが、１番上は面積設定についての

考え方。２番目に、別段の面積を１アールとすることができる農地として決めていただいてお

ります。で、以下の全ての条件を満たした場合、別段の面積を１アールにできるというように

定めていただいております。以下４つございまして、読みます。 

  １つは、丹波市住まいるバンクに登録された空き家とセットで売買される農地である。 

  今回のように、所有者は違うけど、この家とセットで売ってほしい、という希望されるよう

な場合もあります。 

  ２つ目には、農振の農用地区域外の農地である。当然農用地区域外ですよ、と。 

  ３番目には、原則空き家に隣接し、当該空き家に住まれる方が、管理耕作することが適切と

考えられる農地。基本的には空き家にくっついている農地です。 

  ４番目には、現在何ら耕作をされておらず、将来的にも耕作者がいないと認められる農地。 
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  ここを基準として、判断をいただいております。空き家と農地の所有者が同じか違うかいう

ことは、判断基準には定めていない。問われないというだけの話です。あくまでもこの家に住

む人が耕作するのが一番よいなということを念頭に置いていただきながら、これまで判断いた

だいておった。そういう経過がございます。 

で、この事由ごとに、今のこの４筆の農地がセットで動くことに対して、適当か否かについ

て判断いただければなと思います。 

○議長 よろしいでしょうか。 

  今、事務局なり地域委員会のほうから説明がございました。今回のものにつきましては、こ

の４筆がセットで、これを別段の面積として定めることについての判断でございますので。 

  ほか、質問、意見等ございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  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 ～ 

 

○議長 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 ８月１６日に、柏原地域委員会において番号１番と番号２番について確認しましたが、

全ての農地について効率的に耕作し、農作業に常時従事する等、農業経営基盤強化促進法第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 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、８月１３日に、番号３番から番号１１番まで確認しまし

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

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

りません。 

○議長 柏原・氷上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・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） 
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○議長 異議がございませんので、柏原・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。 

次に青垣地域ですが、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 青垣地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 青垣地域委員会において、８月１３日に、番号１２番から番号１６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 青垣地域委員会からの確認報告が終わりました。 

質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

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

異議がないと回答することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、青垣地域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 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１７番から番号２５番まで、８月１６日に確認しました。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

たしているもの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 ８月１２日に確認しました。番号２６番から番号３０番まで、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ありません。 

○議長 春日・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。 

春日・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） 
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○議長 異議がございませんので、春日・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。 

 市島地域ですが、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 市島地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 ８月１２日に番号３１番から番号５１番まで確認しましたが、全ての農地について効率

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

たしていると考えられますので、決定することに特に意見はありません。 

○議長 市島地域委員会から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。 

復席をお願いいたします。 

 

（該当委員復席） 

 

～ 報告第１号 番号１番、番号２番 ～ 

 

○議長 それでは報告第１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。 

○委員 すいません。ちょっと暫時休憩してもらえませんか。 

○議長 それでは暫時休憩。 

 

 

（休憩） 

（再開） 

 

○議長 それでは、次に進めていきます。 

  報告第１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１号、番号１番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

青垣地域委員会から補足することはございませんか。 

○委員 特にないです。 
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○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、農地の形状変更届について、御承

知おきください。 

  山南地域について、事務局説明お願いします。 

○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。 

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 ○○メートルかさ上げし道路と同じ高さにします。かさ上げをいたしまして、観葉植物

を栽培するためのハウスを設置する案件でございます。 

○議長 質問等はございませんか。 

（「質問なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 質問等がないようですので、報告第１号の番号２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２号 番号１番～番号４番、番号７番 ～ 

 

○議長 報告第２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 この案件ですけど、議案書７ページを御覧いただきたいと思います。７ページに２アー

ル未満の申請地、斜線で囲んでありますけど、実際にはこの田んぼはもう少し南側、点線がず

っと続いていますけど、そこまでが１枚の田んぼでございます。 

  この農地については、過去、恐らく１０年程度何ら耕作されていなかったわけですけど、草

の管理はされていました。そんな中で、もうようせんということやったんですけど、申請人の

次男が、耕作するということになりまして、倉庫なり休憩所のようなものを設置されました。 

  現在は、この設置されたとこじゃない農地部分について、野菜が栽培されています。その御

本人については、栗などの果樹を作りたいということも聞いております。また、ビニールハウ

スを建てて、作物を栽培するという計画があるようにも聞いております。 

  始末書が添付されていますので、始末書を朗読させていただきます。 

  私は、上記土地の一部に、農業用施設を建てました。農地法の許可が必要なことを知りませ

んでした。深く反省しております。今後こういうことのないよう、十分注意いたしますので、

今回申請の件、御許可いただけますよう、どうぞよろしくお願いいたします。 

  許可案件ではないんですけど、こういう始末書が添付されております。 

○議長 柏原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。 
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  番号２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 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 番号２番について、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 始末書が添付されておりますので、朗読をもって報告をさせていただきます。 

  今般、申請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、別紙届出のとおり、平成元年頃農作業の利便のため、自分の裏側の道路から進入する農

業倉庫及び農作業場を建設し、現在も使用しております。農業用倉庫の大部分が、○○番地の

上にあることから、農業用に建設造成してしまい、農地法を逸脱してしまいました。 

このたび、深く反省するとともに、本状をもって経過報告としたいと思います。何とぞ御配

慮をよろしくお願いをいたします。 

○議長 これについて、青垣地域委員会から補足説明が終わりました。 

  質問等はございませんか。 

○委員 議席番号○番の○○です。 

  ５２ページ見てください。建物建っていまして、面積が○○平米の○○平米、申請人から２

アール未満が出てたら２アール未満で判断するのはもちろん農業委員会、農業委員として当然

なんですけど、もしくは非農地、我々はもう書類だけなんで、これ非農地だったら、非農地通

りうるという、もしこれで２アール未満ならいいんですが、ただもし来月非農地で出して、も

し地元の農業委員さんが、これ非農地いけるやんって言ったら非農地いけるか。それともここ

で２アール未満で出とるということは、２０年間待ってくださいという形になるのですか。ど

んな感じなんですかね。これ、見たらほとんどこれ、こんなとこ非農地みたいな、こんなとこ

ばっかりやと思うんで、ばっかりというと失礼ですけど、結構こういう形で建物が建っとって

周りがこう敷地になってる、こんなん一回もう非農地やって言われたら、僕らは「ああ、そう

ですか」みたいになると思うんですけども、２アール未満が出とるということは、まだ農地法

の網にかかっとるわけでね、この○○番は。これからまた、出るときは、３条で出してもらわ

ないけなくなるわけですよね。でもただ、これ非農地で、もしこれ来月非農地で出して同じと

ころで、当然農業委員さんも非農地見てくださるんだから、「あ、これ非農地でいけますよ」

っていったら非農地で通ったりできるんですか。それとももうここで一旦ストップして、ここ

から２０年見てくださいっていうことになるんですか。 

  全くこれが駄目だというつもりは全くないんですけども、ちょっと意地悪な質問かも分かり

ませんが、事務局で、これ一回ここで２アール未満とってしもたら、後、周りを全部農地にし

ますよという意思表示になって、これから２０年間またスタートし始めるのかどうか、みたい

な。もしこれが２０年経ってる状態やとしてですよ。僕現地見てないんであれですけども。ち

ょっと意地悪な質問ですけどね。 

○事務局 失礼いたします。事務局でございます。 

  いまいち質問の意図が、こちらでは理解しにくいところがあります。が、経過といたしまし



 - 34 - 

ては、まず申請代理人の、申請時点の判断は、非農地で申請した場合には地目変更ができない

だろうという見込みをもって、２アール未満の届を提出されるということが一つ経過としてご

ざいます。 

  現地確認、青垣の地域委員会で行いました。その辺で整理しておりますとおり、斜線部分に

つきましては、農作業場の設置が認められましたが、白い部分ですね。こちらの部分について

は、畑です。ということで、確認が取れておりますので、地域委員会としては農地性があると

いう判断をしております。 

  ということは、次に転用をしようとする場合には、４条ないし５条の許可申請をしていただ

くという形になろうかと思います。 

○委員 了解しました。すいませんでした。 

○議長 よろしいでしょうか。 

ほかに質問ございませんか。よろしいですか。 

（「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番につきまして、御承知おきくださ

い。 

  復席をお願いいたします。 

 

（該当委員復席） 

 

○議長 番号３番につきまして、事務局説明をお願いします。 

○事務局 報告第２号、番号３番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

青垣地域委員会から補足することはございませんか。 

○委員 それでは経過書が添付されておりますので、これも朗読をもって、報告とさせていただ

きます。 

  今回申請する土地の転用の経緯については、下記のとおりです。○○番の土地のうち○○平

米について、平成１３年頃に、私の○が農業用倉庫施設を、田んぼの中に転用いたしました。

平成１３年の建設当時、○が地元農業委員に相談し、各種手続を施した上で田を転用し、農業

用倉庫を建設したと、○からは伺いました。 

しかし、今回相続手続に当たり、○の土地を調査したところ、一部転用について届出をした

証拠が残っていないという事実が判明したため、今回改めて届出をする次第です。 

  よろしくお取り計らいいただきますよう、お願い申し上げます。 

○議長 青垣地域委員会から補足説明が終わりました。 

 質問等はございませんか。よろしいですか。 

（「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番につきまして、御承知おきくださ

い。 

  続きまして、番号４番について事務局説明をお願いします。 

○事務局 報告第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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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４番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  図面は６７ページの一番下のページに示しております。その案件には経過書が添付されてお

りますので、読み上げます。 

  経過書 私が子供の頃より小さな農業用の小屋が建っており、所有の農地だという認識が全

くありませんでした。大変に申し訳ありませんでした。令和３年８月２日、○○。 

  そして、６０年余り自分の農地の認識が全くなかったというもので、そんなのがうちにあっ

たんかということです。 

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番につきまして、御承知おきくださ

い。 

  次、番号５番、番号６番は済んでおりますので、番号７番について、事務局の説明をお願い

します。 

○事務局 報告第２号、番号７番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

市島地域委員会から補足することはございませんか。 

○委員 今までの農機具を更新し、ちょっとサイズが大きくなったので、今まで使っていた農業

用倉庫では手狭になってきているので、拡張する申請が出ました。 

○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。 

○委員 この２アール未満の今の、前のと一緒にはならないんですね。２アール未満の申請なん

ですけど、前の農業用倉庫で手狭になったから、大きくされるんですね。ということは２アー

ルを超えるんではないですかっていうだけのことです。 

○委員 前のは、宅地の裏にあったんです。 

○議長 右側のこの白枠の中に、元々これは倉庫があったということですね。 

○委員 倉庫っていうか家がありました。 

○議長 家がありましたね。 

○委員 それが手狭になったんで。 

○議長 その家の前に農地があって、この部分を、ということですね。 

○委員 そうです。 

○議長 この○○平米いうのは、どんだけなんでしょうか。 

○委員 太枠で囲んである部分です。 

○議長 太枠の部分の、Ｌ字型の部分が、○○平米ということね。このＬ字型の部分の中の、斜

線の部分が、今回の２アール未満の届出で、ここに建っている。 

○委員 はい。 

○議長 で、この後ろ側の分が農地としてのってことですね。よろしいでしょうか。 

○委員 だからトータルして２アールは、別に超えてもええんやねっていうことです。 
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○議長 倉庫で使われる分が２アール未満だということですね。 

○委員 ２アール超えるんやないの。 

○議長 多分前の倉庫がどこにあるのか分かりますか。 

○委員 右側。川を渡って、宅地の向こう側にあります。 

○議長 前の倉庫が全く違うところにあったのですね。今回のものについては、Ｌ字型の農地の

中の、この２アール未満の土地を使って手狭になったものを建てると。 

○委員 いうことです。 

○議長 よろしいですかね。 

  ほかに質問等はございませんか。 

○委員 すいません。別に内容に関しては全くあれはないんですけど、始末書・経過書いっぱい

出ておるんですが、何か傾向、たまたまですか。定期的に誓約書出てる案件が出てできたのか。

何かこう、傾向が、ほとんどこれ、誓約書、始末書で。気持ち悪くなって。何か傾向があった

んですか。たまたまですか。番号６番は分かります。３条の出てきとるわけやから。だから何

かこれ理由があって、これぽろぽろ出てきたんですか。始末書。厳しくなって、何か傾向ある

んやったら。たまたま今回出てきたのか。たまたまですか。 

○事務局 失礼します。事務局でございます。 

  傾向はございません。が、番号３番、番号４番については、３条絡みで誓約書が出ての処理

ということでございます。 

○議長 よろしいですか。 

  ほかに質問等はございませんか。 

  それでは報告第２号の番号７番につきまして、御承知おきください。 

 

～ 報告第３号 番号１番 ～ 

 

○議長 報告第３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３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 別にありません。 

○議長 質問等はございませんか。 

（「質問なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 質問等がないようですので、報告第３号、公共工事の届出について、御承知おきくださ

い。 

  これで全ての議案が終了いたしました。 

  事務局から連絡事項があるようです。 

○事務局 （連絡事項） 

○議長 この後、先ほどアナウンスありましたように、農業施策検討委員会の第１回の会議があ

りますので、委員の皆さんは引き続きですけども、お世話になりますが、よろしくお願いいた

します。 

  特に意見等、ありませんか。 
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  それではないようですので、これをもちまして第５回定例総会を終了させていただきます。

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８月２５日 

 

            議           長              ○印  

 

 

            議事録署名委員（８番委員）              ○印  

 

 

            議事録署名委員（９番委員）              ○印  


