
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度 第９回丹波市農業委員会 

定例総会議事録 
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 令和３年度 第９回定例総会議事録 

 

１．日 時  令和３年１２月２７日 午後１時３０分 

２．場 所  丹波市立春日住民センター大会議室 

３．出席者 

○農業委員 （２２名） 

 （柏原地域） １番 古倉 一郎  ２番 矢本 規夫 

 （氷上地域） ３番 芦田 義彦  ４番 足立 正典  ５番 金子 隆司 

        ６番 德田 義信  ７番 山本 浩子  ８番 足立 康裕 

 （青垣地域） ９番 足立 篤夫  10番 足立 俊哉   

 （春日地域） 12番 臼井 光茂  13番 荻野 隆太郎 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 （２名） 

        11番 足立 信昭  14番 近藤 眞治 

 

○事務局  （３名） 

 

４．議事 

  議案第 １ 号 農地法第３条の規定による許可申請承認について 

  議案第 ２ 号 農地法第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 地籍調査事業における農地の転用事実に関する回答について（別冊） 

  議案第 ７ 号 農用地利用集積計画の決定について（別冊） 

  報告第 １ 号 農地の一時利用届について 

  報告第 ２ 号 農地の形状変更届について 

  報告第 ３ 号 農地法施行規則該当転用届について 

  報告第 ４ 号 公共工事の届出について 

     

５．閉会 
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１． 開会 

○議長 定刻よりも少し早いですが、皆さんお集まりですので、会議を始めていきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

  ただいまより、令和３年度丹波市農業委員会第９回定例総会を開会いたします。 

  初めに、岸本会長から御挨拶をお願いいたします。 

２．会長あいさつ 

○岸本好量会長 （挨拶） 

○議長 ありがとうございました。 

  事務局から、会議の開催について、報告をお願いします。 

○事務局 事務局でございます。本日の定例総会、２４名の農業委員中、議席番号１１番の足立

信昭委員、議席番号１４番の近藤眞治が欠席されております。結果、２２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。 

  併せまして、議案書の訂正をお願いいたします。 

  議案書３８ページを御覧ください。 

ここには、議案としては１件だけ掲載しております。この案件につきましては、取下げによ

り、削除をお願いいたします。 

 

３．議事録署名委員の指名 

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

第２０条の規定により、「議長が指名する」とありますので、指名させていただきます。 

  本日は、議席番号１８番、田中委員、議席番号１９番、野垣委員、両委員、よろしくお願い

いたします。 

  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。 

 

４．議事 

 

～ 議案第１号 所有権移転 番号１番～番号２６番 ～ 

～ 議案第１号 賃貸借権設定 番号１番 ～ 

～ 議案第１号 地上権設定 番号１番 ～ 

～ 議案第３号 地上権設定・一時転用 番号１番 ～ 

～ 報告第３号 番号１番～番号２番 ～ 

 

○議長 それでは議事に入ります。 

  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５番、報告第３号、番号１番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  柏原地域委員会から確認報告ですが、番号１番、番号２番について、先に報告をお願いしま

す。 
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なお、この番号１番、番号２番につきましては、農業委員会等に関する法律第３１条に該当

する方がいらっしゃいますので、退席をお願いいたします。 

 

（該当委員退席） 

 

○議長 それでは番号１番、番号２番につきまして、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、番号２番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号１番は、自宅横の農地を取得し、家庭菜園とするために取得する計画です。図面は６ペ

ージに示しています。 

  申請地の左側の住宅が、申請者の自宅です。 

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。 

  番号２番も申請者の自宅裏の農地を取得し、野菜を栽培するための申請です。 

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

しております。 

番号１番、番号２番ともに既に申請者が耕作されており、この後出てきます第５条の番号１

番の絡みで、農地もこの際に処分したいということから、申請に至ったということで聞いてお

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。 

  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。 

  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３番、番号４番、番号５番につきまして、柏原地域委員会から確認報
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告をお願いいたします。 

○委員 番号３番、番号４番、番号５番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号３番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、図面は８ペー

ジに示しています。 

  自宅の後ろに、農用地区域外の農地が存在しておりまして、畑として利用したいということ

でございます。 

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

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

しております。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

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

図面は９ページに示しています。 

先月の総会で、住まいるバンクに付随して売買を希望される農地として、別段の面積設定を

受けた農地です。 

また、この農地の上に農業用倉庫があるため、同時に２アール未満の届出をされております。 

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

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

しております。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

続きまして番号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、図

面は１０ページに示しています。 

  昨年、農地法第５条申請によって購入された土地と一緒にかさ上げされた畑の続きの農地と

して、そこは一段低いですけども、現在は、野菜、果樹を栽培され、経営規模を拡大したいと

いう目的で申請されております。 

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

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

しております。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○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、番号４番について、並びに関連の９２ページの番号１番について、併せて質問、意見

等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号４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４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１番につきまして、御承知おきください。 

  次に、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、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６番～番号１１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。 

  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１１ペ

ージに示しています。 

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

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

しております。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

○委員 番号７番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  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１２ペ

ージに示しています。 

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

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

しています。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

○委員 番号８番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号８番は、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もので、図面は１３ページに示しています。 

  なお、１３ページの黒塗りになっているところは、鶏舎の跡地ですが、譲受人がそのまま農

業倉庫として利用されていると伺っております。 

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

されていないが復旧困難な農地で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。 

  なお、９２ページの番号２番には、始末書が添付されております。 

  今回、譲渡人の義理のお父様が、昭和５０年頃に鶏舎を建築されたと。当時その義理のお父

様は、農地法のことを御存じなかったということで、相続人の１人として始末書が添付されて

おります。 

  次に、番号９番を、同じく議席番号○番の○○が説明いたします。 
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番号９番は、経営規模の拡大に係る農地の取得となります。図面は１４ページ、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

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 番号１０番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  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１６

ページに示しています。 

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

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

しています。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。  

○委員 番号１１番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号１１番は、無償により農地を譲り受け、経営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。 

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

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

しています。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。  

○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６番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号６番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  番号７番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号７番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  番号８番と関連の９２ページの番号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。関連で、９

２ページの番号２番についても御承知おきください。 
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  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。 

  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。 

  番号１１番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１１番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  次に、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１２番～番号１６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１８

ページに示しております。 

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

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

しています。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

  続きまして、番号１３番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号１３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

ページに示しています。 

  申請人は、以前からこの下の土地を所有しており、栗を栽培しておられまして、その規模を

拡大したいということで、申請に至っております。 

  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１４番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号１４番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、図面は２０
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ページに示しています。 

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

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

しております。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員 番号１５番、番号１６番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  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２１

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。 

  番号１６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２２

ページに示しております。 

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

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

いたしております。 

  なお、２２ページの地図の、申請地の道を挟んで下側になるところに、申請人の宅地がござ

いまして、その一部の６９平米が昭和５９年頃から農業用倉庫の敷地となっておるということ

が判明いたしております。よって来月に、非農地証明願を出しますということで誓約書が添付

されております。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１２番ついて、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。 

  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。 

番号１５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。 

  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１７番～番号１９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いただきますが、先ほどから携帯電話の着信音が聞こえますの

で、マナーモードにするなり対応をお願いしたいと思います。 

それでは、春日地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号１７番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号１７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２３

ページに示しております。 

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

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

しております。 

  この方は、現在こちらにお住まいになられて間もないですが、この土地で盆栽の苗とか柿を

栽培し、それを売って生活に充てたいという希望でございます。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。   

○委員 番号１８番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  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、図面は２４

ページにお示ししています。 

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

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

しています。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

  続きまして、番号１９番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号１９番は、農地を贈与により取得し、経営したいというもので、図面は２５ページ、２

６ページに示しております。 

  申請地は、もともと譲受人の御主人の名義の土地でありましたが、相続により都会に出られ

た長男の名義になっておりました。その長男も亡くなられたため、その相続人であるお孫さん

が、今回の譲渡人であります。 

  譲受人は、地元で細々と家庭菜園などをされておりますが、数年先に次男が帰ってこられ、
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農地を引き継いで耕作されることをヒアリングで確認しております。 

現在も、地元の農業者が適切に管理しており、その方に助けてもらいながら耕作されると聞

いております。 

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

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

ています。 

  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確認報告が終わりました。 

  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。 

続きまして、山南地域の案件について、事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第１号、番号２０番～番号２５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２０番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号２０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２７

ページにつけております。 

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

件、下限面積及び地域調和要件に適合しており、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、地図の２７ページの右下に、１３３平米の建物がございますけれども、これも購入者

が使用される予定です。すでに２アール未満の届が出されています。 

  御審議いただきますよう、よろしくお願いします。 

○委員 番号２１番から番号２５番まで、議席番号○番の○○が説明いたします。 
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  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、図面は２８

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。 

  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。 

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３０

ページ、３１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。 

  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、図面は３２

ページに示しております。 

  この農地につきましては、耕作放棄地でございまして、譲渡人が売買を希望している農地で

ございました。 

  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。 

番号２５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３３

ページ、３４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。 

番号２１番について、質問、意見等はございませんか。 

○委員 譲受人ですが、会社を経営されている方ではないですか。 

たくさんの農地を経営されていながら、ちょこちょこ申請されますが、管理がきっちりされ

ているかどうか、その辺だけお聞きしたいです。 

○委員 はい。利用権設定もしているところもございますが、この方は、農業法人を立ち上げて
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います。 

○委員 管理はちゃんとしていますか。忙しいから農業する時間があるのかなと思い、ちょっと

心配になりました。 

○委員 農業法人を立ち上げて、しっかり経営されています。 

○委員 分かりました。 

○議長 よろしいでしょうか。 

  ほかに質問、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。 

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。 

（「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。 

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。 

  番号２５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２５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２５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２６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。 
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○委員 番号２６番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号２６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３５

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。 

  この案件につきましては、権利移転についての誓約書、事業に係る計画書が添付されており

ます。 

  ３５ページを見ていただきましたら、当該地の隣が宅地となっており、現在、建物はありま

せんが、その宅地も一緒に買われる予定でございます。当該地への進入路はこの宅地で、ここ

を通って、作業され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２６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２６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２６番は、許可すべきものと決定いたします。 

○議長 続きまして、議案第１号、農地法第３条の規定による農地等の賃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１号、賃貸借権設定、番号１番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  氷上地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号１番を、議席番号○番の○○が説明をいたします。 

  番号１番は、農地を賃貸借権の設定により借り受け、栗の栽培を始め６次産業化を目指そう

としているもので、図面は３７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。 

  よろしく御審議いただきますよう、お願いいたします。 

○議長 氷上地域委員会から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 ちょっと聞き逃したかも分かりませんが、栽培予定は何でした。 

○委員 栗でございます。 

○委員 栗ですか。 

○委員 栗が植わっておりますので、それを引き継がれます。 

○委員 分かりました。 

○委員 ちょっとお尋ねします。譲受人は○○の人で社長ですが、耕作者が１人で、○○におら
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れる。従業員さんが栗をなさるんですか。 

○委員 はい、そうです。従業員の方が１名栽培に当たられます。 

○議長 ほかに質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１番について、許可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。 

  続きまして、議案第１号、農地法第３条の規定による農地等の地上権設定許可申請承認につ

いて。併せて農地法第５条と関連の一時利用届も説明しますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは事務局から説明をお願いします。 

○事務局 議案第１号、地上権設定、番号１番、議案第３号、地上権設定・一時転用申請、番号

１番、報告第３号、番号３番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  市島地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 ４０ページの番号１番、農地法第３条の地上権設定申請と、６４ページ番号１番、８４

ページ番号３番につきまして、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  この申請は、営農型太陽光発電設備を設置するための一時転用申請で、図面は４１ページに

示しています。 

  農地区分は、農振農用地区域内にあるため、丹波市長から当該土地を一時的な利用に供する

もので、農地に復元するため、丹波農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼす恐れはないと

の意見書が提出されております。 

  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。 

  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

申請内容に問題がないことを確認しております。 

  栽培作物は樒で、近隣にお住まいの所有者が耕作されます。 

  また、関連案件として、転用申請部分以外に対して、工事作業用地として利用することにつ

いての一時利用届と、「令和３年３月２２日付け、営農型発電設備の設置についての農地法第

３条第１項の取扱いについて」において、営農型太陽光発電設備の設置者と営農者が異なる場

合は、農地法第５条の許可の申請者に対し、民法の地上権又はこれと内容を同じくするその他

の権利を設定するための、農地法第３条の許可に係る申請を同時に行うこととありますので農

地法第３条の地上権設定も併せて申請されております。 

  農地法第３条の許可については、同通知の中で、農地法第５条の許可と同日で行うこととあ

ります。 

  兵庫県知事の農地法第５条の処分と、日付を合わせる必要があることから、農地法第３条申

請の最終決定については、会長専決により処理してはどうかと提案いたします。 

  こういう案件は、私も初めてなので、分からないことがありましたら、事務局にお問い合わ

せください。 

  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。 
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このような案件は、丹波市農業委員会としては初めての取扱いとなりますので、委員からも

いろいろ説明がありましたが、再度、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。 

  先ほど担当委員から説明がございましたとおりですが、再度ポイントだけお伝えします。 

  まず根拠法令は、営農型発電設備の設置についての農地法第３条第１項の許可の取扱いにつ

いて。こちら農林水産省の経営局から出ているものでございます。 

  どういった場合に、どういうものが必要かということで、これも先ほど説明があったとおり

ではございますが、営農型太陽光発電設備におきまして、設置者と営農者が異なる場合、第５

条第１項の許可と併せまして、第３条第１項の許可が必要ということになってございます。こ

れを同時に行うことということになっておりますので、今回第３条の地上権設定と、第５条の

地上権設定が申請をされているという状態でございます。 

  もう少し細かい話をいたしますと、今回の第３条の許可申請の添付書類につきましては、第

５条の許可申請書の添付資料をもって代えることができるということになってございまして、

通常の第３条の下限面積、常時従事といったような許可要件は、適用外ということになります。

第３条と第５条について、機械的に許可申請をしていただくということになってございます。 

  最後、許可の期間でありますが、第５条の許可申請における一時転用の期間、許可日から３

年間ですね。県知事から許可を受けますので、農業委員会は、この第５条の許可の日と合わせ

て、第３条許可を行うという取扱いになってございます。ですので、先ほど担当委員から、第

５条の許可日に合わせ、会長専決で第３条の許可をしてはどうかということで、御提案をいた

だいております。 

○議長 今の一体的な話の中で、質問、意見等を受けたいと思います。質問のある方、お願いし

ます。 

○委員 教えていただきたいのですが、農地の耕作者と、太陽光発電の経営とは別ということな

ので、耕作される方の所得が、基準の８０パーセントを切らないようにというような営農型の

太陽光ということで聞いていたのですが、その辺の所得減については、どのぐらいまでが下が

るのか。それとも、太陽光を使用される方の年貢として払ってもらえる分と、所得と、出荷さ

れるこの樒、栽培される所得と合わせての８０パーセントなのか、その辺の所得割というか、

利益割というか、その辺はどんな考え方になっているのですか。 

○事務局 事務局でございます。 

  先ほど問い合わせがありました所得ですけれども、恐らく作物の収量のことかなというふう

に思います。 

  今回の営農者につきましては、土地の所有者ということになってございます。土地の所有者

がそこで栽培する作物に対して、地域の単収の８割を切るか切らないかというところが要件に

なってございます。 

  ですので、上の営農型の太陽光設備は借受人ですが、８割要件につきましては、貸出人の所

有者のほうにかかってくるということになります。 

ほかの営農型でも一緒でして、いわゆる営農をされて、その収量が８割を切るかどうかとい

うことで、次回の更新を判定していくということになります。 

○議長 よろしいでしょうか。 

○委員 そうしましたら８割を切った場合は、太陽光発電は撤去ということになるんですが、そ
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の辺の貸し借りの関係で、先のことは知りませんが、その辺の整合性っていうのか、お互いそ

こらは何か文書で交わしてはるとか、何かあるのですか。 

○議長 市島地域委員会。 

○委員 収量の８割を切った場合は、設置者が撤去することになっとるところで、そのことにつ

いての契約が交わしてあるということは聞きました。 

○議長 事務局。 

○事務局 失礼いたします。事務局でございます。 

  第３条の地上権、また第５条の地上権につきましても、貸出人、借受人の共同申請というこ

とになってございます。その中で、いわゆる営農型太陽光発電の設備に関しまして、撤去の合

意書というのが提出されております。 

  その中身でございますけども、撤去に係る費用につきましては、事業者、借受人の負担とい

うことで、双方合意がされておりますので、当然要件を満たさなくて更新ができないという場

合には、事業者のほうで撤去していただくということで、事前に整理ができております。 

○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。 

  栽培される作物は、樒と申請書に書かれています。 

  １年目からは収穫できないので、３年のうち何とかとれるかなぐらいの申請になっています

ので、恐らく３年間は収量に対する８割という計算が成り立たない。３年間は育成期間という

ぐらいの申請になるかなというふうに考えております。 

  そうしますと、期間３年経ったところで、次のまた３年のときには、当然８割ということは

なってくるのかと思いますが、申請の内容からいうと、樒なので、８割に関してはそのような

格好になろうかと思います。 

  ほかに質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 よろしいですか。非常にまれなケースなので。 

○議長 第３条につきましては、第５条の許可日をもって、会長専決によって許可するというこ

とで取り扱いたいということでございます。 

  それから、第５条とそれから一時利用につきましても、併議という中で、進めていきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、４０ページの第３条の番号１番、６４ページの第５条の番号１番、それから報告

第１号の一時利用の番号３番につきまして、質問、意見等いただきたいと思います。 

○委員 第３条の番号１番の地上権設定、この案件について、地上権の目的は何になりますか。 

○議長 市島地域委員会。もう一度お願いします。 

○委員 質問の内容。 

○議長 地上権を設定する目的は何ですかという質問です。 

○委員 地上権の目的も２つあると思います。 

○議長 事務局から説明いたします。 

○事務局 事務局でございます。空中でございます。 

○委員 分かりました。 

○議長 よろしいですか。 
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  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 よろしいですか。 

  それでは質問、意見等がないようですので、採決をとります。 

  ４０ページ、第３条の地上権設定許可申請承認についての番号１番、それから６４ページ、

農地法第５条の規定による農地等の地上権・一時許可申請承認についての番号１番、そして関

連ですが、一時利用届の番号３番につきまして、第３条については許可すべきもの、また第５

条につきましては、許可相当と意見を付して進達という内容で進めさせていただいて、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、６４ページの第５条の番号１番につきましては、許可相当と

意見を付して、進達することといたします。またその第５条の地上権１番の許可を受けて、委

員会は会長の専決として、第３条の許可をいたします。そして、一時利用の番号３番につきま

しては、御承知おきください。 

  御協力、どうもありがとうございました。 

 

～ 議案第２号 番号１番、番号２番 ～ 

～ 議案第３号 所有権移転 番号２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、議案第３号、番号２番、番号３番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。議案第２号の番号１番、４８ページの第５条の番号２番

番号３番につきましては一体開発なので、併議とさせていただきたいと思います。 

  これにつきまして、柏原地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 第４条番号１番と第５条番号２番、番号３番を、議席番号○番の○○が説明します。 

譲受人が建売分譲住宅を建設するため、転用しようとする申請です。図面は４４、４５ペー

ジに示しているとおりです。 

  申請地の農地区分は、○○番○については、上下水道が埋設されている道路の沿道にあり、

５００メートル以内に（鉄道の駅）と（公共施設）があるので、第３種農地と考えます。 

  また、○○番○、○○番については、農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の

低い農地に該当するため、第２種農地と考えます。 

  また、第５条は全て第３種農地に該当するというふうに考えられます。 

  地元自治会等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。 

  建売分譲地は９区画で、雨水排水は北側の川に放流する予定です。 

  また、西側の宅地との間の土地は、申請者の息子さんが自宅を建設する予定で、申請準備を

されています。 

  第４条については、平成４年に転用許可をとって、賃貸住宅を建設する計画でしたが、所有

権移転登記と造成までされて、断念されています。こういう場合については、第４条で申請す

るということらしいです。 
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  断念された理由については、共同でされていた方の死亡により、遂行できなかったというふ

うに聞いております。 

  農地法第４条第６項、第５条第２項、それぞれ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。 

  第４条の番号１番、それから第５条の番号２番、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。 

  第４条の番号１番、並びに第５条の番号２番、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、第４条の番号１番、並びに第５条の番号２番、番号３番につ

きましては、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ページの番号２番、春日地域の案件につきまして、事務局説明をお願いし

ます。 

○事務局 議案第２号、番号２番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  春日地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号２番につきまして、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  １２月１５日の春日地域委員会で現地確認いたしました。 

  図面は４６ページに示しております。１つの街区の中で、宅地面積の割合が４８パーセント

を占めておりますので、第３種農地となると考えています。 

  この土地については、農業用倉庫の建設のための申請でございます。農業資材、農機具を置

く場所が無いので、新設するということでございます。 

  また、転用面積は事業目的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 春日地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号２番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見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。 

〇委員 すいません。ちょっと確認いうことで、申し訳ありません。 

  ４８ページの農地法第５条、番号２番、番号３番、備考のところに「第４条番号１番及び番

号３番」とか、「番号１番及び番号２番を含む」と書いてありますけど、これ番号１番だけや
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と思うんです。事務局のほうから訂正をお願いしたいと思います。 

○議長 すいません。それでは訂正させます。 

○事務局 すいません。事務局でございます。 

 今ちょっと御指摘いただいたんですけど、表現が悪かったのかもしれません。申し訳ございま

せん。４８ページ御覧いただいたら、例えば４８ページの番号２番でありましたら、４条の番

号１番と下側の番号３番、これを含みますよってそういうふうに説明させていただいています。 

  また、番号３番からのときには、第４条の番号１番と、番号２番との部分を含んでいますよ

って、そういうふうに表現をさしていただいたつもりで、ちょっと多分地域委員会をしたとき

に、そういう形をとったんじゃなかったかなと。 

○議長 第４条の番号１番、第５条の番号３番ですね。それと、下は第４条の番号１番及び第５

条の番号２番を指すということですね。 

○事務局 そういうことです。ちょっと丁寧過ぎて逆に分かりにくかったかもしれません。すい

ません。そういう意味なので、このままでお願いしたいと思います。申し訳ございません。 

○議長 よろしいでしょうか。 

〇委員 分かりました。 

 

～ 議案第３号 所有権移転 番号１番、番号４番～番号１２番 ～ 

～ 議案第３号 使用貸借権設定 番号１番 ～ 

 

 

○議長 それでは、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 番号１番について、柏原地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

〇委員 番号１番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号１番は、父親の住居の隣に、長男が自宅を新築するため、転用しようとする申請です。

図面は６ページ、７ページに示しているとおりです。 

  申請地の農地区分は、街区の面積のうち、宅地の面積が占める割合が４７．６パーセントと

いうことで、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。 

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

ります。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 



 - 20 - 

○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。 

  復席をお願いします。 

 

（該当委員復席） 

 

○議長 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、露天駐車場、ドッグラン用地として利用するための

申請です。図面は、５１ページ、５２ページに示しているとおりです。 

  申請地は、市道で囲まれた街区で、宅地の面積の割合が４１．６パーセントで、第３種農地

と判断されると考えます。 

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

  また、転用面積は４４９平米で、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、よろしくお願いいたします。 

○議長 氷上地域委員会から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。 

  復席をお願いいたします。 

 

（該当委員復席） 
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○議長 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番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  春日地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号５番につきまして、議席番号○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、露天商品置場、トラックヤードに転用する申請です。

図面に工場・倉庫と書いてありますけど、この図面は全体図で、今回申請地は、その一部です。 

  農地区分としましては、５３ページの図面を見ていただいたら、斜線で塗ってあるところが

ございますが、街区の面積のうち、宅地の面積が占める割合が５３．７パーセントで、４０パ

ーセント以上が宅地になっている区域にあるので、第３種農地と考えます。 

  図面の５４ページ見ていただいたらお分かりになりますが、今回の黒塗りのところが、第２

期ということでございますけれども、黒塗りの枠なんでございますけども、第３倉庫、構造に

つきましては、この辺は、５３ページも見ていただいたら分かりますように、雑種地を第３倉

庫、工場が占めております。今回の農地の中で、一部かかっておるというぐらいの程度でござ

います。 

  もう１つ、説明に、事業計画のことをちょっと読み上げさしていただきます。 

  当社は、本社が○○にあり、事業内容は、カゴ台車やパレット、コンテナ等の物流機械の販

売・リースでございます。現在、総社員は８５名でございます。 

丹波市内には、商品置場が９ケ所ありますと。一番大きな商品である基礎用コンテナは、長

さが６メートルから１５メートル、幅約２５メートルもあるため、非常に広いスペースが必要

でございます。２年前に○○に土地を取得し、商品置場を設置しましたが、まだ商品置場が不

足している状態でございます。 

その上、○○で製造しておりますが、そこも手狭になっているため、ほかに用地を確保する

必要が生じました。 

  よって、申請地に倉庫を建設するとともに、様々な商品置場として使用したいということで

ございます。 

  申請地は、インターチェンジに近く、商品の保管に大変便利であり、当社が希望するまとま

った広さが確保でき、工場、倉庫や商品置場として使用したいということでございます。こう

いうことでございます。 

  そしてもう１つ、私が就任する前のことでございますけども、今○○、露天資材置場用地と

して、農地を転用して、造成工事を行っておられます。この場所の転用目的はトレーラー用の

冷蔵庫を置く予定です。 

  つきましては、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。 

  ということで、春日町の地域委員会としましては、１２月１５日に現地を確認しております。

また、２１日に、三役の方と一緒に現地確認しております。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 春日地域委員会からの確認報告が終わりました。これにつきましては、大規模転用案件

なので、ほかの地域委員会からも確認をいただいておりますので、山南の○○さんから確認報
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告をお願いいたします。 

○委員 １２月２１日に、現地確認しました。大きな内容の、広い場所であり、いろいろと出て

きた土地でございますので、慎重に協議をいただいたり、説明を受けていただいて、地域委員

会でもかなり議論されとるんじゃないかと思います。 

  それと今の説明があったとおり、適正にやられとるんじゃないかと思いますので、よろしく

お願いします。 

○議長 春日地域委員会、並びに山南地域委員会の○○から報告をいただきました。 

  番号５番について、質問、意見等はございませんか。 

〇委員 何年前か、四、五年前に一時転用で、畑にするということで造成されて、長いことかか

って畑ができ上がったと思う。で、畑ができて、その後何を作られたのか聞き逃しとったんか

もしれんのやけど、その確認がどういうふうにされておるのかいうのを教えていただきたいと

いうのと、また聞き逃したと思うんですけど、第３種農地ということで、その根拠、どういう

ことで第３種農地やというのを、教えていただきたい。 

で、報告の中にありましたように、地元と隣接農地の同意がそろっとるというふうにあった

と思うんですが、以前の一時転用ですか。そのときには、隣接の同意が難しいという話があっ

て、一部調査の結果から変わったような記憶があるんですけど、今回はそれ、どの人も問題な

く同意をいただけとるということでよいのか、ちょっとその３点、教えてください。 

○議長 春日地域委員会から改めて説明をお願いいたします。 

○委員 同意のほうにつきましては、地元はきちっとした同意を得ております。 

  あとちょっと、申し訳ないけど、後の質問に関しましては、事務局から説明をお願いしたい

と思います。 

○事務局 事務局でございます。失礼いたします。 

  事務局からは、農地の種別についてのみ、説明させていただきたいと思います。 

  最初の御質問、一時転用の後、どのように管理されていたのかについては、地元の委員会で

御承認いただいておると思いますので、説明いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

  当該地の農地種別については、第３種農地、その根拠としましては、街区です。市道以上の

最小の範囲での市道、道路、鉄道。それから河川に囲まれたエリアの中で、宅地化された部分

が４割以上になっているか否か。これで判断をいただきました。 

５３ページの図面を御覧ください。街区のエリアが分かりやすいよう太線で囲んでいます。 

北側は、舗装された丹波市道になります。西側は国道、東側は河川です。南側も丹波市道。

このエリアで赤く塗らしていただいた宅地化された土地が何パーセントあるかというところで、

５３．７パーセントになってございます。 

前回のときには第１種農地という判定があったというとこから御質問があったかなと思いま

すが、今工場となっとるところが農地だった頃には、当然にこの最小の街区の中で、そのほと

んどが農地であったので、第３種農地ということは考えられませんでした。 

改めて申し上げますと、農地区分を御判断いただくときには、最初に第３種農地に該当する

か否か。該当しない場合は、第２種農地に該当するか否か。そこも該当しなかったら、１０ヘ

クタール以上になるか、土地改良の受益となるかいうことで、第１種農地に該当するか否か。

そのいずれにも該当しなかったら、２の４、いわゆる第２種農地ですよって考え方の中で第３

種でもない、第２種でもない。だから土地改良の受益であり第１種農地と判断されました。 
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ただ今回は、最初の第３種の判定で、街区で見ると既に４０パーセント以上が宅地化された

ところであるので、第３種である。このように御判断いただいたということでございます。 

○議長 地域委員会から。 

○委員 地域委員長が欠席しておりますので、代わりまして春日地域委員会として、最初の質問

にお答えしたいと思います。 

  ２年半か３年ぐらい前にかさ上げするということで、形状変更の届をいただきました。その

後に、一時コスモスを植えられた。その後は実際のあれはないですが、形としては畦があり、

水もためられる形状のかさ上げになっておりまして、今回こういう形で農地から外れるのは非

常に遺憾ではありますが、総合的に判断いたしまして、地域委員会としては転用やむなしと判

断いたしました。 

○議長 ほかに質問、意見等ございませんか。 

  同意についての補足をしますと、今回は、以前なかなか同意がしにくかったっていう面があ

りましたが、今回につきましては、農地との境に排水溝をきっちり整備する。それから法面を

きっちり取って、その管理については事業者が行うという内容の合意書のもとに、同意を全て

いただいておられますので、申し添えたいと思います。 

  ほかに質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

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

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

定いたします。 

  続きまして、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６番～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いただきますが、番号８番から番号１２番につきましては、一

括して併議とさせていただきます。 

  山南地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号６番を、議席番号○番の○○が説明させていただきます。 

  番号６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５５、５６ペ

ージに示しています。 

  申請地の農地区分は、（鉄道の駅）より９０メートルのところにあり、第３種農地として判

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。 

○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、農業用車両置場及び資材置場とするための申請です。 

図面は５７、５８ページに示しています。 
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  申請地の農地区分は、上下水道管が埋設された道路の沿道にあり、５００メートル以内に

（教育施設）と（教育施設）があるため、第３種農地と判断されます。 

  地元等の同意も得られ、周辺農地への支障はないものと思われます。 

  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。 

○委員 番号８番から番号１２番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号８番から番号１２番は、売買により、製品倉庫と露天駐車場として利用するための申請

です。地図は５９ページと６０ページに示しています。 

  本社は○○にあり、○○の○○にある倉庫工場で、ローズやアジサイなど多くの花や草木を

加工して、オリジナルなプリザーブドフラワーやドライフラワーなどを生産しています。○○

の遊休農地とか、そういう田んぼに花卉を植えられて、○○に設置している製品倉庫、配送セ

ンターについて、増加する需要に対応するために、製造工場を建て増ししていかなければなら

ないという必要性に迫られています。 

  また、現在の製品倉庫、工場内にある製品倉庫、配送センターとは別に、製品倉庫として○

○地内の倉庫を賃貸しておりますけれども、製造工場から３キロメートル以上の距離にあるた

めに、効率的な製品の保管をする必要が出てきております。 

  なお、これまで作業の一部を海外で行っておりましたが、コロナ禍による作業者の確保が不

安定な状況であることから、今回の施設整備と合わせまして、国内作業に切り替えていきたい。

そのための従業員の露天駐車場を確保しようとするものです。 

  今回の申請に当たり、当初は○○地内の空いている用地の交渉等を実施しましたが、所有者

の理解が得られませんでした。 

  次に、これは前々から進められていましたが、既存工場と、５９ページの既存工場と駐車場

に介在しております遊休農地と、その南側に、他社が所有する工場用地合わせた用地交渉を実

施しましたが、過去からのいきさつもあり、所有者の理解が得られませんでした。 

  また、今回申請中の南側は農振農用地であるため、転用は非常に難しかった。 

  従いまして、今回の申請地のみ事業用地として利用が可能でありました。製造から配送まで

を効率的に行っていくためには、既存工場から最も近い場所で、用地を確保する必要があると

いうことでした。 

  申請地の農地区分は、１０ヘクタール以上の集団農地に含まれており、第１種農地と判断さ

れると考えられますけれども、既存の施設から最短の距離での施設の拡張であり、既存施設の

敷地面積の２分の１を超えないものであることから、第１種農地の例外的許可事由に該当する

と考えます。 

  なお、既存施設面積、１万４，５９５．９８平方メートルに対して、申請の面積、合計５，

３６９平方メートルで、既存施設の面積の３６．８パーセントです。 

  以上、御理解いただきまして、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８番から番号１２番の案件につきましては、大規模転用案件なので、現地確認いただい

た、春日地域委員会の○○委員より、確認報告をお願いいたします。 

○委員 失礼します。１２月２１日、現地を確認させていただきまして、先ほどの御説明のとお
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り、企業の事業拡大について、隣接、周辺の状況を考慮いたしまして、特に問題ないと判断い

たしました。 

○議長 ありがとうございます。 

  それぞれ報告が終わりました。審議を進めていきます。 

  番号６番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

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

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

定いたします。 

  番号７番について、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。 

続きまして、番号８番、番号９番、番号１０番、番号１１番、番号１２番について、併議と

させていただいた上で、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 よろしいですか。 

意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号８番、番号９番、番号１０番、番号１１番、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８番、番号９番、番号１０番、番号１１番、番号１２番

については、許可相当と意見を付して、進達すべきものと決定いたします。 

  続きまして、議案第３号、農地法第５条の規定による農地等の使用貸借権設定許可申請承認

について、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、番号１番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  市島地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

〇委員 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、親子間で使用貸借権を設定し、転用する

申請です。図面は６２ページ、６３ページに示しております。 

  申請地は、住宅等が連たんする地域に近接し、農地の集団規模が１０ヘクタール未満である

ため、第２種農地と判断されると考えます。 

  隣接所有者、地元等の同意も得られ、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。 
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  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。 

  それではここで休憩を取ります。３時５０分に再開いたします。よろしくお願いいたします。 

 

（休憩） 

（再開） 

 

○議長 予定の時刻になりましたので、会議を再開いたします。 

  

～ 議案第４号 番号１番～番号１１番 ～ 

 

○議長 議案第４号、非農地証明願承認についてを議題といたします。 

  事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第４号、番号１番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  柏原地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号１番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号１番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は６８ページに示しております。 

  １２月１５日に現地を確認したところ、現在は河川の調整地改修工事のための現場資材置場

に利用されておりまして、地権者は平成１１年頃から駐車場として使用されておりました。地

元自治会、隣接者の証明もあり、周囲の状況から見ても、非農地と判断しても特段に影響がな

いと思われます。 

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

員会としては、証明することに問題ないと考えています。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 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。 

  次に、氷上地域の案件について、事務局説明をお願いします。 
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○事務局 議案第４号、番号２番～番号７番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  氷上地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号２番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号２番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は６９ページに示しています。 

  １２月１４日に現地を確認したところ、住宅と倉庫になっており、農地への復旧は困難で、

周囲の状況から見て、非農地と判断しても特段に影響がないと見込まれます。 

  また農地でなくなった時期は、平成元年頃からで、地元自治会と隣接者の証明もあり、平成

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

しては、証明することに問題ないと考えています。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員 番号３番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号３番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は７０ページに示しています。 

  １２月１４日に現地を確認したところ、現地は宅地となっており、農地への復旧が困難であ

り、周囲の状況から見て、非農地と判断しても特段に影響ないと見込まれます。 

  また農地でなくなった時期は、昭和４８年頃からで、地元自治会長、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。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○委員 番号４番、番号５番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号４番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は７１ページに記載しております。 

  現地は、○○と○○の境に位置する県道沿いにございます。 

  １２月１４日に現地を確認したところ、ため池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

会としては、証明することに問題ないと考えています。 

  番号５番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は、３条申請で皆さんに御審議いた

だきました１３ページになります。 

  申請人は、３条申請の譲渡人と同一人物でございます。 

  １２月１４日に確認したところ、現地は、建物、物置、居宅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見込まれま

す。 

  また農地でなくなった時期は、昭和６３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。 

〇委員 番号６番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

番号６番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は、１７ページに示しております。 

  １２月１４日に確認したところ、現地は、車庫となっており、農地への復旧は困難であり、
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周囲の状況から見て、非農地と判断しても特段に影響がないものと見込まれます。 

  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

会としては、証明することに問題はないものと考えております。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

  続きまして、番号７番も、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、１７ページに示しております。 

  １２月１４日に確認したところ、現地は住宅と車庫が建っており、農地への復旧は困難であ

り、周囲の状況から見て、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 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、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。 

  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） 
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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について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号７番は、証明書を交付すべきものと決定いたします。 

  次に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８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 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７２ページに示しています。 

  １２月１４日に現地を確認したところ、工場の敷地となっており、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のは、平成１１年頃からで、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。 

御審議いただきますよう、よろしくお願いします。 

○委員 続きまして、番号９番、番号１０番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

番号９番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は、７３ページに示しております。 

  １２月１４日に確認したところ、現地は従来から山水を集落の田んぼに配水するための貯水

槽が設置されておりました。昭和３０年頃から設置されておったということでございます。地

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

（２）のウに該当するため、地域委員会としては、証明することに問題ないと考えています。 

   続きまして、番号１０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、７

５ページに示しております。 

  １２月１４日に確認したところ、○○番と○○番は、従来民家のすぐ山側にある畑、地目と

しては畑であったということでございますが、それが宅地の一部となっておった。そこに今、

急傾斜地の崩壊対策としての擁壁が設置されております。農地でなくなったのは、平成８年頃

ということでございます。 

  また地番の○○番以下３筆については、中腹にある山林となっています。 

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

われます。 

  また農地でなくなった時期については、昭和３０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。 
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○議長 青垣地域委員会から確認報告が終わりました。 

  番号８番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号８番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「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について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  番号１０番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１０番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  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１１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。地図は７６ページにつけております。 

  １２月１３日に確認しましたところ、現地は物置・住宅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ものと見込まれま

す。 

  また農地でなくなった時期は、昭和３３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。 

  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。 
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～ 議案第５号 番号１番、番号２番 ～ 

 

○議長 続きまして、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

についてを議題といたします。 

  事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第５号、番号１番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  氷上地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号１番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  丹波市長より、住まいるバンクに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７９ページに示しています。 

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

されていないが、現況が復旧困難な農地でないこと等を確認しています。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長 氷上地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号１番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  議案第５号、番号１番、農地法第３条第２項第５号に定める別段の面積を定めることについ

て、適当と判断し、別段の面積を提案のとおり定めることとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１番は、農地法第３条第２項第５号に定める別段の面積

を定めることについて、新たに別段の面積を定めることといたします。 

  続きまして、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５号、番号２番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  春日地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号２番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  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８０ページに示しております。 

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

されていないが、現況が復旧困難な農地でないこと等を確認しております。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 春日地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号２番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 



 - 32 - 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  議案第５号の番号２番、農地法第３条第２項第５号に定める別段の面積を定めることについ

て、適当と判断し、別段の面積を提案のとおり定めることとして、よろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、議案第５号の番号２番、農地法第３条第２項第５号に定める

別段の面積を定めることについて、新たに別段の面積を定めることといたします。 

   

～ 議案第６号 ～ 

 

○議長 続きまして、議案第６号、地籍調査事業における農地の転用事実に関する回答について

を議題とします。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 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ですが、３つありますので、番号１番、番号２番、番号３番と

それぞれ進めていきたいと思います。 

まず、番号１番について、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。図面は２ページに示しております。写真

は、６ページの上のほうの一覧でございます。 

  １２月１４日に現地確認し、照会のとおりの地目となっており、間違いないことを確認して

います。 

○議長 ありがとうございます。 

番号１番について、確認報告がありました。 

  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。 

  議案第６号の番号１番、地籍調査事業における農地の転用事実に関する回答について、照会

のとおり取り扱うことに、異議がないと回答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、議案第６号の番号１番地籍調査事業における農地の転用事実

に関する回答について、照会のとおり取り扱うことに、異議がないと回答いたします。 

  続きまして、番号２番について、確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号２番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号２番の表は７ページ、図面等は８ページ、９ページ、写真は１０ページに掲載されてお

ります。 

  １１月２６日に、森林組合の方と現地確認いたしました。図面、写真、帳簿等確認し、それ

をもとに、１２月１４日の地域委員会でも現地確認を行いました。現地は、申請のとおり山林

化しておりまして、復旧は困難であり、山林と認定しても問題ないと判断いたしました。 

○議長 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。 
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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。 

  議案第６号の番号２番、地籍調査事業における農地の転用事実に関する回答について、照会

のとおり取り扱うことに、異議がないと回答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、議案第６号の番号２番、地籍調査事業における農地の転用事

実に関する回答について、照会のとおり取り扱うことに、異議がないと回答いたします。 

  続きまして、番号３番について、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。資料は１１ページから示しています。 

  １２月１４日に現地を確認したところ、現地は、山林・原野・公衆用道路・雑種地となって

おり、復旧は困難であり、照会のとおり認定しても問題ないと判断いたしました。 

  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。 

  議案第６号の番号３番、地籍調査事業における農地の転用事実に関する回答について、照会

のとおり取り扱うことに、異議がないと回答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６号の番号３番、地籍調査事業における農地の転用事

実に関する回答について、照会のとおり取り扱うことに異議がないと回答いたします。 

 

～ 議案第７号 ～ 

 

○議長 続きまして、議案第７号、農用地利用集積計画の決定について、事務局説明をお願いし

ます。 

○事務局 議案第７号、朗読。 

○議長 まず、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番から番号２０番まで、１２月１４日の氷上地域委員会におきまして、確認いた

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

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

はありません。 

○議長 青垣地域委員会から確認報告をお願いします。 

○委員 １２月１４日の青垣地域委員会で、番号２１番から番号３１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 春日地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 １２月１５日に、番号３２番から番号５０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
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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 氷上・青垣・春日地域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・青垣・春日地域における農用地利用集積計画の決定について、全て照会のとおり決定

することに、異議がないと回答することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、氷上・青垣・春日地域における農用地利用集積計画の決定に

ついて、全て照会のとおり決定することに、異議がないと回答いたします。 

  次に、山南地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 １２月１３日に、番号５１番から番号６３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確認報告をお願いいたします。 

○委員 １２月１３日に、番号６４番から番号７２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。 

  番号６４番について補足いたしますと、借受人の居住地が〇〇になっておりますが〇〇で農

機具を含めて古民家を購入し、通作時間は１５分ほどであるということで、営農をされるとい

うことでございます。 

○議長 山南・市島地域委員会の確認報告が終わりました。 

  質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

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

とに、異議がないと回答することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

全て照会のとおり決定することに、異議がないと回答いたします。 

 

～ 報告第１号 ～ 

 

○議長 それでは、報告第１号、農地の一時利用届について、事務局説明をお願いします。 

○事務局 報告第１号、番号１番、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 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） 
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○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番について、御承知おきく

ださい。 

  

～ 報告第２号 ～ 

 

○議長 続きまして、報告第２号、農地の形状変更届について、事務局説明をお願いします。 

○事務局 報告第２号、番号１番～番号３番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

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番から番号３番を、議席番号○番の○○が説明します。 

これにつきましては、最近買われた土地でして、ここで不知火を作るということでございま

す。作業効率を良くするためにということで、これだけかさ上げをされます。 

それと、番号２番につきましては、以前にされたところと、今回されるところにつきまして

の法面も一緒に入れるということで、それでかさ上げするということで、伺っております。 

番号３番につきましても、不知火を植えるのに作業がしやすいようにということで、かさ上

げされます。 

○議長 柏原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１番、番号２番、番号３番の農地の形状

変更届について、御承知おきください。 

  氷上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 報告第２号、番号４番、番号５番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  氷上地域委員会から補足することはございますか。 

○委員 番号４番を、議席番号○番の○○が説明します。図面は１６ページに示しています。 

  届出地の農地には、アジサイを栽培されています。今回、東西に幅４メートルの作業道を設

置し、進入路の幅を広げ、機械やトラックが進入しやすくするための形状変更です。 

○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、買い受けた農地の一部が用水路となっていたため、形状変更の届をいただきま

した。このため、経過書が提出されております。 

  先月の第３条申請の中で指導し、届をいただいております。 

○議長 ありがとうございます。 

  氷上地域委員会から補足説明が終わりました。 

  番号４番、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 質問等がないようですので、報告第２号の番号４番、番号５番について、御承知おきく

ださい。 

   

～ 報告第３号 ～ 
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○議長 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○○が説明いたします。 

  番号３番は、所有農地の一部にコンテナの倉庫を置きたいという届でございます。 

  現地を確認しましたら、２アール未満の必要最小限の面積であり、特に問題はないと考えて

おります。 

○議長 氷上地域委員会から補足説明が終わりました。 

  質問等はございませんか。 

（「質問なし」と呼ぶ者あり） 

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

  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４番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  市島地域委員会から補足することはございませんか。 

○委員 農業用倉庫を建築する計画です。 

  川沿いのところにハウスと書かれていますが、ここで既に耕作を始められておりまして、こ

こで農業をするために農業用倉庫が必要で、春日から通って、ハウスで栽培するというような

ことで、今回の届が出ております。 

○議長 市島地域委員会から補足説明が終わりました。 

  質問等はございませんか。 

（「質問なし」と呼ぶ者あり） 

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

 

～ 報告第４号 ～ 

 

○議長 続きまして報告第４号、公共工事の届出について、事務局説明をお願いします。 

○事務局 報告第４号、番号１番～番号５番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  各地域委員会から補足することはございませんか。 

○委員 特にありません。 

○委員 春日もありません。 

○委員 特にありません。 

○委員 特にありません。 

○議長 公共工事の届出について、全体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、公共工事の届出について、御承知おきください。 

  これで予定しておりました議事につきましては、全て終了させていただきます。 
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  他に、意見、質問等、ございませんか。はい、○○委員。 

〇委員 ちょっと教えてほしいんです。業務上知り得た情報の守秘義務の範囲について。本日４

条と５条で、地元の案件があったわけですけど、先月出ていまして、確か取り下げて、今月出

た案件なんですけど、地元の自治会長さんなり、地元の人や、関係者の人に、１カ月遅れたと

いうことを言うてもええのかどうか。それを言ったら、何で１カ月遅れたんやという理由につ

いて、今度それは隠しとかなあかんことなのか、言うてもええことなのか。どこまでが守秘義

務の範囲なのかなということが、ちょっと分からんかったので、とりあえず何も言わんほうが

ええかなと思って、今のところは言うてへんわけなんですけど、これ１カ月遅れたいうぐらい

やったら、別に構へんのかなと思ったりもするし。それが、どこまでが範囲なんやっていうこ

とが知りたいというのと、例えば、いろいろとほかの市から丹波市内に、利用増進なり３条な

りで、作りにきとる人が、田植えはするけど草まみれにしとるみたいな話が、たまに出たりし

ますよね。で、そういうのって、あそこの会社は、あの人はこういう作り方やみたいなことは、

この場で聞いたことなので、それはあくまでも守秘義務として、言うたらいかんことなのか。 

  例えば、そういう自分とこ、地元に来られるときに、どうやって地元で話になったときに、

ここで聞いた話のことで、言えるのかどうか。その辺を、どこまでが範囲なのか。 

もっと言ったら、今日あったように、営農型の太陽光発電、これについても、もう既に丹波

市内、何ケ所かあるわけなんですけど、そこでの評判というのが、「あの会社はこうや」とい

うような評判を、ここで聞いた話をほかで言えることなのかどうか。守秘義務の範囲っていう

のが、どういうふうに理解したらええのか、ちょっと分からんので、今のところは、分からへ

ん範囲いうのは言うてへんわけなんですけど、どこまでがどうなんやいうのを教えていただき

たい。 

○事務局 事務局でございます。 

  今回３点というか、基本的には知り得た秘密を、ということで御質問いただいたものですけ

ども、基本的に、申請者の方以外に対して、審議された内容を伝えてしまうということには、

問題を発生させる可能性が非常に高いので、それはするべきではないと考えます。 

同意された地元の自治会の方等については、同意された案件がきましたよ、ぐらいのことな

ら問題ないと思います。 

手続きの状況なども、地元の方としては非常に気になる情報ではあるかと思いますので、

「それは申請者のほうに聞いてくれ」と、返しをしていただくと一番いいのかなと思います。 

  申請者の方が、自分の情報を伝える分には、全然問題ございませんので。 

  申請者は、地元とこれから近所付き合いしていけないので、そこで直接的に積極的なコミュ

ニケーションとれるように誘導していきたいということもあります。 

それぞれの委員さんのお立場を守りながら委員会の活動を続けていく必要がありますから基

本的にはこの総会、それから特に地域委員会は、秘密会議になっておりますので、協議内容を

第三者にお話しいただくことは、極力は避けていただくべきことと考えます。 

  ただ、どうしても気になる情報ですから、申請者の方には、いろんな事情はできる限りオー

プンというか、伝えていただくというのは必要なこととも思いますので、どうしてもという場

合には、申請者の方に聞いておくれなと、お話しをいただけたらと思います。 

  それとともに、憶測のような話。例えば私が青垣で農業やっていて、草燃やしておった。氷

上町で農地借りるときに、草を燃やすかどうか分かりません。が、もともとこうやからという
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先入観的な情報についても、できる限り避けていただくべきじゃないかなと。 

  逆に言うと、私はあのとききれいに管理していても、次に氷上行ったら、草まみれにしてる

かもしれませんからね。ここでいいからあそこでもいい。ここが悪いからあそこも悪いってい

うことは、誰にも判断できることではないので。相当に法令違反するような方については、ち

ょっと気をつけてよっていうことは、あってもいいのかなと思います。基本的には、先入観的

にお話しいただくと、農業委員さんの肩書の問題もあるので、委員会が言うたということにな

りますので、そこも十分気をつけていただきながら、よろしくお願いします。私たち事務局も

同じです。 

○議長 ほかに。 

○委員 関連ですけども、申請人と代理人について、連絡先ですけど、連絡先が代理人やない場

合はどうなんでしょう。守秘義務はありますか。当事者ってどこにあるん。連絡先欄っていう

のが申請書にあるんですが。委任状をつけて、代理人が出してる場合はいいんですけど、例え

ば施工業者が連絡先になっとったり、ありますよね。それは関係者ですか。 

○事務局 すいません、事務局です。 

  大前提、申請者は、申請者欄に名前書いていただいた方が申請者であり、全ての責任と義務

があると考えております。 

  それを生業として、代理人の活動をされる方、行政書士の方が代理人となられたら、当然窓

口は代理人。いろんな情報のやりとりは代理人となんですけど、それ以外の方については、基

本的に、私たちは明確に代理人として位置づけをしておりません。あくまでも申請書に名前書

かれとる方ですよ。 

事務的な連絡をさせていただく窓口として、業者の方とか御家族の方とかが多いのですが、

この場合、申請者の方にお伝えくださいね。そういう説明の仕方になります。 

○議長 よろしいですか。事務局から連絡事項があれば。 

○事務局 （事務連絡） 

○議長 それでは、令和３年度第９回の定例総会、閉会しますが、本日が令和３年最後の集まり

になります。今年１年どうもありがとうございました。 

  で、今日もいろいろな内容があり、これまで経験したことがないようなことがたくさん出て

まいりまして、非常に御迷惑をおかけしとるわけですが、これから徐々に勉強させていただい

て良い審議ができますように、よろしくお願いいたします。 

  それでは御苦労さまでした。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１２月２７日 

 

            議           長               ○印  

 

 

            議事録署名委員（１８番委員）              ○印  

 

 

            議事録署名委員（１９番委員）              ○印  


