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 令和３年度 第１０回定例総会議事録 

 

１．日 時  令和４年１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 （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  11番 足立 信昭 

 （春日地域） 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） 

        12番 臼井 光茂  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５条の規定による許可申請承認について 

  議案第 ３ 号 非農地証明願承認について 

議案第 ４ 号 丹波農業振興地域整備計画の変更に係る意見について（別冊） 

  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 

報告第 ５ 号 農業経営改善計画の認定について（別冊） 

 

     

５．閉会 
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１．開会 

○議長 すいません。少し定刻より早いですが、皆さんおそろいですので始めたいと思います。 

  ただいまより、令和３年度丹波市農業委員会第１０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、１２番臼井光茂委員、１４番近藤眞治委員の

欠席届が出ております。結果、２４名中、２２名の農業委員の出席を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条の規定によりまして、本定例総会が成立しておりますこと

を御報告させていただきます。 

  併せまして、議案書の訂正をお願いします。 

  議案書、本日机上に配付させていただいている議案書別冊、議案第７号、農用利用集積計画

の決定について、この資料の４５ページの中段に、１１３番の案件がございます。この利用権

設定につきましては、本人さんより取下げが出ておりますので、本日の議案書から削除を願い

ます。 

  議案書の訂正は、以上でございます。 

 

３．議事録署名委員の指名 

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

の規定により、「議長が指名する」とありますので、指名させていただきます。 

  本日は、議席番号２０番、和田憲治委員、議席番号２１番、荒木嘉信委員、両委員、よろし

くお願いいたします。 

  なお、本総会の議事録は後日作成しますので、署名押印をお願いいたします。 

 

 

４．議事 

 

～ 議案第１号 所有権移転 番号１番～番号２６番 ～ 

～ 議案第１号 使用貸借権設定 番号１番、番号２番 ～ 

～ 報告第２号 番号４番 ～ 

 

○議長 日程４番、議事に入ります。 

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

  事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第１号、番号１番～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。 
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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７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、許可要件を全て満たしていることを確認い

たしました。 

  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２番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号２番は、住まいるバンクに付随した農地で、先月、別段面積で御審議いただいた農地で、

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８ページに示しております。 

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

件、下限面積及び地域調和要件等に適合しており、許可要件を全て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３番は、夫婦で農地を購入し、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、農機具等は、レンタルで使用するという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４番、番号５番は、同じ譲受人なので、一緒に説明させていただきます。 

番号４番、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ページにあります。 

  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、許可要件を全て満たしていることを確認し

ております。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員 続きまして番号６番を、議席番号○番の○○が説明をいたします。 

  番号６番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、１１ページに

図面を添付しております。 

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

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

しております。 

  なお、栽培計画は果樹となっております。既に銀杏と栗が植えられています。 

  よろしく御審議いただきますよう、お願いいたします。 

○委員 番号７番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  この案件は、先月に利用権設定で２，４８７平米を借受けされ、今回の農地を売買により取

得し、新規に経営を開始したいというもので、図面は１２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



 - 4 - 

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、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、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。 

  はい、お願いします。 

○委員 この番号２番の進入路は、どこからなのでしょうか。 

○委員 図面の斜線入っている上に、○○さんっていう名前が書かれている家がありますが、こ

の宅地を購入するとともに、畑も購入されるということなので、進入路は自宅からになります。 

○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。 

（「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。 

○委員 ちょっと僕耳悪いんで、聞きそびれたかもしれませんけど、規模拡大って言われました

ね。 

○委員 すいません。新規就農です。 

○議長 新たに経営を開始されるという。 

○委員 はい、そうです。 

○議長 この黒枠のところが、拠点として家を購入されるということですね。 

  ほか、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号３番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  番号４番について、質問、意見等はございませんか。   

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号４番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長 異議がございませんので、番号４番は、許可すべきものと決定いたします。 

  番号５番について、質問、意見等はございませんか。   

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号５番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号５番は、許可すべきものと決定いたします。 

  番号６番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号６番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  番号７番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号７番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  次に、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８番、番号９番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  番号８番について、農業委員会等に関する法律第３１条に該当する方がいらっしゃいますの

で、退席をお願いします。 

 

（該当委員退席） 

 

○議長 番号８番について、青垣地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号８番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号８番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、図面は１３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

いたしています。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長 番号８番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号８番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○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。 

  復席をお願いいたします。 

 

（該当委員復席） 

 

○議長 番号９番について、青垣地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号９番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号９番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、図面は１４ペ

ージに示しています。 

  地域委員会としては、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、１４ページの図面を見ていただきますと、申請地の左上に四角い建物がありますが、

これは平成１０年に農業用倉庫として、２アール未満の届が出ているものでございます。 

  申請地の右側にある建物が、譲受人の住居でありまして、ここには農機具等が保管さている

ということでございます。 

  よろしく御審議のほど、お願いいたします。 

○議長 青垣地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号９番ついて、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号９番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  次に、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１０番～番号１６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番につきまして、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号１０番につきましては、農地を売買によって取得し、経営規模を拡大したいというもの

でございます。図面につきましては、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。 

  次に、番号１１番は、農地を売買によって取得し、経営規模を拡大したいというものでござ

います。図面につきましては、１６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。 



 - 7 - 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員 続きまして、番号１２番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号１２番は、農地を贈与により取得し、経営規模を拡大したいというもので、図面は１７

ページ、１８ページに示しております。 

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

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

しております。 

  その中で、○○番の畑、３９平米については、当初は野菜を作るという予定で、畑として耕

作するにはかなり問題があるということで、途中からブドウ等を作るというふうに変更にされ

ましたので、その上で御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、番号１３番は、先月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、承認をいただいた物件でございます。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。 

○委員 番号１４番につきまして、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号１４番は、農地を売買によって取得し、経営規模を拡大したいというものでございます。

図面は、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。 

  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１５番は、これも農地を売買によって取得し、経営規模を拡大したいとい

うものです。図面は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。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

  引き続きまして、番号１６番は、農地を売買によって取得し、経営を開始したいというもの

でございます。図面は２１ページに示しています。 

  この方の、住所は、○○になっておりますけれども、２１ページの図面を見ていただきます

と、ちょうど真ん中ぐらいに○○とありますが、この家を買われて、定住してここで農業した

いということでございます。 

  新規就農ですが、全て畑でやっていき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、よろしくお願いいたします。 
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○議長 春日地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号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。 

  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。 

  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。 

○委員 失礼なことを聞くんですけど、９４歳になっておられて、施設に入られていて判断つか

んようなことにはなっておられないんですか。 

○議長 譲渡人ですか。 

○委員 譲渡人。 

○議長 譲渡人のほうが、御高齢で。 

○委員 御高齢ですので。 

○議長 それで大変なので、譲受人のほうに。 

○委員 後見人がいらっしゃるとか。 

○議長 後見人。春日地域委員会、分かりますか。 

○委員 後見人はないです。これは、もう１人、家族の方も一緒になって手続きされています。

本人の意識の判断レベルまでは確認しておりません。 

○議長 譲渡人がきちんと認識して、そのような形で進めておられるのかという質問ですね。で、

書面上は今のところ、本人のということになっとるわけですよね。 

○事務局 事務局でございます。 
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  譲渡人の方が、施設に入られておるということもあったんで、御心配で御意見が出たかと思

います。それぞれの所有財産につきまして、いわゆる成年後見人がつかれている場合は、裁判

所がその財産移動について制限をかけてしまいますので、もしも悪意を持ってされた場合につ

いては、許可がされても、最後に登記ができない状況になります。なので、後見人がつかれと

る場合は、必ず後見人を介してその作業がされるということになりますので、基本的には、こ

の場合御本人さんが判断できている状態だとして受けるしかないのかなと、このように事務局

は考えておるところでございます。 

○委員 今聞いた質問は、後見人とかそんなことは分かってるんやけど、この方がそういう理解

ができる人かと、判断ができる人かいうことで、委員に聞いただけです。 

○議長 今回については、本人さんが譲渡人として認識の上、申請をされておるということで、

いいかと思います。 

  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 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。 

（「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、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１７番～番号２４番、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。 

  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１７番から番号２２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２２

ページ、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

しております。 

  続きまして、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
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図面は２２、２３、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

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１９番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、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、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。 

  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。 

  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２６

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。 

  また、６７ページの番号４番は、高さ０．４メートルのかさ上げをするための形状変更届で

すが、経過書がついております。譲渡人のお父さんが、無届けで一部畑にするためにかさ上げ

をしたということの経過書でございます。 

  以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員 番号２３番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号２３番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、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等に適合しており、許可要件の全てを満たしていることを確認

しております。 

  御審議いただきますよう、よろしくお願いします。 

○委員 続きまして番号２４番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号２４番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、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
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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１７番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１７番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

番号１８番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１８番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

番号１９番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１９番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

番号２０番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号２０番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  番号２１番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号２１番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号２１番は、許可すべきものと決定いたします。 

  次に、番号２２番及び関連で６７ページの番号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。また関連
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で、６７ページの番号４番について、御承知おきください。 

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。 

  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２５番、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の確認報告ですが、番号２５番について、農業委員会等に関する法律第

３１条に該当する方がいらっしゃいますので、退席をお願いします。 

 

（該当委員退席） 

 

○議長 まず番号２５番について、市島地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号２５番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  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。 

  この案件には、権利移転についての誓約書、事業計画書、地元土地改良区の同意書が添付さ

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。 

○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。 

  復席をお願いいたします。 
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（該当委員復席） 

 

○議長 それでは、番号２６番について、市島地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号２６番を、議席番号○○番の○○が説明いたします。 

  番号２６番は、農地を売買により取得し、新規就農をしたいというもので、図面は３０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に適合しており、許可要件の全てを満たしていることを確認し

ております。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長 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。 

○委員 ○○の方について、ちょっともしかしたらここ家を買われるんかなと思ったりするんや

けど、その説明をお願いします。 

○委員 後の非農地の案件で説明しますが、農地に隣接したところの土地を買う予定です。今ま

ではサラリーマンやっておられた方で、こっちで研修を受け農業を始めたいとのことです。 

○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。 

○委員 この３条の案件は全て私も納得したんですが、ちょっとすいません。４ページの番号１

６番。これうまいこと１，０００平米、９３４平米、登記が山林、２８０平米、これ足したら

１，２００平米ですよね。僕はいつも依頼者が相談に来て、残念、下限面積に達してへんから

しゃあないなって、これうまいこと見つけるなって。現地も多分畑やったで、さすがこれ代理

者さんが誰か分からないですけど、よかったなと思って全然問題ないんですけど、何か、もし、

いきさつが、ストーリーがあったら、ここに出てくるまでの。地域委員会とかであったら教え

てほしい。なかったらもう淡々と済みましたらそれで結構なんで。これうまいこと足したら、

電卓たたいたら、これで１，０００平米超えとるんですよ。普通僕ら登記簿だけ見たら、「あ

かん、あかん、やめときない。申請やめない」みたいな形で言うことを言うんですよ恐らく。

反省せなあかんのですけど。現地見たらちゃんと農地化しとるで、逆に非農地証明の反対パタ

ーンなんですけど。もし地域委員会から、どなたでも結構なんですけど、教えていただきたい

んですが。 

○議長 春日地域委員会、どうぞ。 

○委員 地域委員会としては、特に異議はございませんでした。特に面積に対しては何も異議も

ありませんでした。 
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○委員 結構です。普通にされている。 

○議長 ２１ページの図面で、非農地と判断しているところもありますよね。結構非農地と判断

しているところの面積が大きかったりしますが、それ全部合わせて、ここは非農地、ここは農

地であることを、当日現地確認をして、最終的に農地面積を確認しております。 

○委員 結構です、それで。ありがとうございました。 

○議長 それでは続きまして、３１ページを御覧ください。 

  農地法第３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１号、使用貸借権設定、番号１番、番号２番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  番号１番、番号２番は、下限面積に関係がありますので、併議とさせていただきます。 

春日地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号１番、番号２番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号１番、番号２番は、農地に使用貸借権を設定するというもので、図面は３２、３３ペー

ジに示しております。 

  これには、解除条件付の契約書が添付されております。併せて周辺農地における農地の農業

上の効率的な、かつ総合的な利用の確保に支障を生じることのないようにいたします。との誓

約書が添付されております。 

  借受人の農業経験はありませんけれども、近隣の認定農業者の方から営農支援を受けながら

耕作される予定でございます。 

  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の確認報告が終わりました。 

番号１番、番号２番につきまして、質問、意見等はございませんか。 

○委員 すいません。いわゆる解除条件の内容を、すいません。もしあったら、すぐ見つかるよ

うやったら教えてください。どういう解除条件になっとるかだけ。ごめんなさい。 

○事務局 すいません。事務局でございます。 

  この解除条件付の要件は、全くいつも一緒です。せっかくなので読ませていただきます。契

約の解除の項目になります。 

  甲は、要するに貸し人ですね。は、乙が、借り人が、農地を適正に利用していないと認めら

れる場合は、貸借契約を解除するものとする。 

  要するに、農地法３条で貸借契約がされた場合には、合意解約がされないと基本的には農地

返還されないということがあるのですが、一般法人の場合のみこの条項が入った契約書を交わ

していただくことによって、乙の方、借り人がきっちりとした営農をしていていない場合は、

強制的に返してもらいますよと、その条項を書き加えたものを必ず添付をいただいておる。こ

れが解除条件付の使用貸借契約書です。このように理解していただいたらと思います。 

○委員 じゃあその関連ですいません。事務局で結構なんですけど、何をもって解除を誰が認定
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とか、非常にそういう具体的な、例えばローンやったら解除条件出してローン、でローン契約。

返し終わったらローンが解除されるのと一緒で、誰がこの管理されてないことの決定を、農業

委員会が判断するんですか。 

○事務局 最終的には農業委員会になるのかなと思うんですけどね。ただ今担当委員さんから報

告があったんですけど、基本的には周辺の営農の、例えば集団転作にも協力しますよ。農業用

水路も含んで、周りにも協力しますよという誓約書が出されてますので、まずは周辺の農家の

方々、それから地域の農会等が最初に判断されるのかなと。その辺がちょっと認められんわと

いうことであれば、農業委員会はＯＫとは言えないと思いますので。基本的には周辺の営農に

支障があるかないか。結論的には近隣の方々が最終判断されるのではないかと思います。 

○議長 ほかに質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１番、番号２番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１番、番号２番は、許可すべきものと決定いたします。 

 

 

～ 議案第２号 所有権移転 番号１番～番号９番 ～ 

～ 議案第２号 使用貸借権設定 番号１番 ～ 

 

○議長 続きまして、議案第２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確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号１番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号１番は、申請地の隣にあるアパートの駐車場にするため、転用しようとする申請です。

図面は３７ページに示しているとおりです。 

  この３７ページの住宅地図ではアパートの記載はありませんが、申請地の左側、西側に○○

のアパートが２棟建っております。 

  申請地の農地区分は、街区の面積３１，７８３平米、宅地の面積１６，５４１平米、宅地の

割合５２．１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。農地法第５条第２項の各号には該当せず、いずれも申請内容に問題がないことを確

認しています。 

  経過書が添付されておりますので、朗読をさせていただきます。 

  丹波市柏原町柏原の１２４平米の土地について、平成７年１０月に申請者が相続いたしまし

たが、高齢と○○在住のため農地の管理ができず、今度、譲受人申請者に譲り渡すこととなり、
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これ幸いと存じております。 

  ということが書いてあります。譲渡人の父親が、ここを農地から現在の雑種地状態にされた

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 柏原地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号１番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

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

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

定いたします。 

 次に、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２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。 

青垣地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号２番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号２番は、売買により、露天駐車場、露天資材置場として利用するための申請です。図面

は、３８ページに示しております。 

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

未満のため、第２種農地と判断されると考えます。 

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

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

も申請内容に問題がないことを確認いたしております。 

  御審議いただきますよう、よろしくお願いします。 

○委員 続きまして、番号３番を、議席番号○番の○○が説明をいたします。 

  番号３番は、譲受人が露天資材置場を建設するための申請です。図面は、３９ページに示し

ております。 

  申請地の農地区分は、住宅等が連たんする区域に近接し、かつ農地の集団規模が１０ヘクタ

ール未満であるため、第２種農地と判断をされると考えます。 

  また、周辺で代替地を探されましたが、適当な土地がなかったため、今回の申請となりまし

た。  

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

  農地法第５条第２項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 青垣地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号２番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 
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  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。 

○議長 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、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２号、番号４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の確認報告ですが、番号４番、番号５番については、併議とさせていた

だきます。よろしくお願いします。 

  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４番から番号８番まで、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号４番、番号５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ござ

います。図面４０ページに示しております。 

  当該地は、昨年の３月２６日に農振から除外された土地です。 

  農地区分としましては、住宅等が連たんする区域に近接して、かつ農地の集団規模が１０ヘ

クタール未満のため、第２種農地と判断されると考えます。 

  この事業者は、和洋菓子等の製造販売をされており、来客用駐車場がどうしても必要だとい

うことでございます。すでに来客者用駐車場はありますが、休日になりますと、渋滞になって

近隣の道路に駐車されることもあり、近隣の住民から苦情が出ているため、早急に解消をする

ためにも駐車場を拡幅したいということでございます。 

  隣接所有者、地元の関係者の同意もいただいておりまして、周辺農地の営農には支障がない

ものと思われます。 

  また、転用面積についても必要最小限のものであり、農地法第５条第２項の各号には該当せ

ずいずれも申請内容に問題ないことを確認しております。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

  次に、番号６番は、売買によって一般住宅を建設するための申請でございます。図面は、４

１ページに示しております。 

  申請地の農地区分は、街区を占める宅地の割合がおおむね５１パーセントで、４０パーセン

トを超えるために第３種農地と判断できるものとして考えております。 

  隣接所有者、地元等の同意も得ており、周辺農地の営農への影響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

れも申請内容には問題ないと確認しております。  

  譲受人は御夫婦でございます。 
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  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、番号７番は、売買により取得し、露天資材置場として利用するための申請でご

ざいます。図面は４１ページに示しています。 

  農地区分としましては、街区を占める宅地の割合が８９パーセントでございまして、４０パ

ーセントを超えるため、第３種農地と判断されるものとして考えます。 

  隣接所有者、地元等の同意も得られており、周辺農地の営農への影響はないものと思われま

す。 

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

れも申請内容に問題ないことを確認しております。  

  なお、譲受人は市内の建設業者であり、申請地の近くで住宅開発を行い、事業の拠点となる

資材置場を探しており、今回の申請となりました。ここに建設資材、それから所有する建設機

械などを置く計画となっております。 

  また、この敷地内での雨水排水については、隣接する排水路がございまして、そこに排水す

るということになっております。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

  引き続き、番号８番について、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号８番は、親子間の贈与により取得し、動物病院を拡張するための申請です。図面は４２、

４３ページに示しております。 

  申請地の農地区分につきましては、（公共施設）から５００メートル以内に位置するため、

第２種農地と判断されると考えております。 

  隣接所有者、地元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。 

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

れも申請内容に問題ないことを確認しております。  

  今回の拡張部分には、手術室、入院スペース、職員の駐車場などを計画されておられます。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 春日地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号４番、番号５番について、質問、意見等はございませんか。 

  はい、どうぞ。 

○委員 番号４番、番号５番の譲受人さんが１００歳の会社役員ということになってますが、こ

れ１００歳はどういう仕事をされるのか。家事ぐらいでもう終わられるのか。農作業をするの

ではないので、大丈夫と思いますが、どんなことをされるのか聞かしてほしいです。 

○委員 説明のときに、１００歳のことで説明すればよかったのですけども、会社の管理みたい

なことをされているようです。地元のグランドゴルフなんか元気に行かれている方で、経営に

関してもいろいろとアドバイスされたりしておられることを、聞いております。 

  高齢なので、私も最初疑問がありましたけど、了解しております。 

○委員 この人は会社役員で、会社に貸露天駐車場として貸してやと思うのですが、賃貸契約で

すか。 

○委員 はい。賃貸契約でございます。会社に貸す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。 
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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４番、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４番、番号５番は、許可相当と意見を付して、進達すべ

きものと決定いたします。 

  次に、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。 

  番号８番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号８番について、許可相当と意見を付して、進達することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号８番は、許可相当と意見を付して、進達すべきものと決

定いたします。 

  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２号、番号９番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  山南地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号９番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号９番は、売買により取得し、一般住宅、露天駐車場として利用するための申請です。図

面は４４ページ、４５ページにつけております。 

  申請地の農地区分は、土地改良事業の受益地となっていない農地で、集団規模が１０ヘクタ

ール未満のため、第２種農地と判断されると考えます。 

  申請地の周辺は全て宅地であり、地元の同意も得られ、周辺農地の営農への支障はないもの

と思われます。 

  転用面積が６５１平米となっていますが、譲受人の家族４名に加えて、譲受人の両親と同じ
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敷地内で助け合いながら生活できるよう、二世帯住宅を計画しており、また近年増えてきてお

ります異常気象や地震などを考慮して、家の耐震性や耐久性といった安全面からも、平家建て

とするものです。 

  また露天駐車場は、自家用４台のスペースと、来客用の駐車スペースを確保しようとするも

のです。 

  以上のことから、転用面積は必要最小限のものであり、農地法第５条第２項の各号には該当

せず、いずれも申請内容に問題がないことを確認しております。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長 山南地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号９番について、質問、意見等はございませんか。 

○委員 一般住宅は、おおむね５００平米ということで、大体これまできたと思うんですけど、

おおむねという、おおむねがどんだけの範囲なんやというたら、今まで聞きよったのは、大体

２割ぐらいじゃないかということで、認識しとったとこなんです。で、５００平米未満やった

ら、大きく見ても６００平米やというとこで、これは６５１平米なので、何かしらこう、こん

だけ必要なんやというようなことで、理由づけなり、何かいうのがやっぱり要るんかなという

ふうに思います。 

  今説明聞いとったら、二世帯住宅で、結局家族が６人になるということを聞かせてもうたと

思います。で、そんだけの駐車場が必要やと。今後のために、６５１平米が別にあかんと言う

とるわけやないんやけど、今後のためにこういうパターンやったらもうおおむね２割とか、も

うそういう一般住宅５００平米とか、そんなこともうええんやということで、今後いくのかど

うか。ここは認めて、これはまだあかんで、というようなことはもう言えへんので、そこんと

こをちょっと統一しとく必要があるんやないかなと思います。 

  過去には、こんだけの数字で、もうちょっと小さないとあかんと言うて、わざわざ分筆して

もうたりとかいうようなことも過去にはあった。で、その人からしてみたら、なんでうちはあ

かんかったけど、今回ええんやっていうようなことも起きてくるし、そういうことから言うて

も、それなりの理由っていうのが必要になる。で、それが今後も引き継がれるということを確

認した上で、これは進むべき案件かなというふうに思います。 

○議長 ありがとうございます。山南地域委員会としてはおおむねということで、いいんですね。 

○委員 実は、今日午前中の運営委員会で、その件も出さしていただきました。それで今５００

平米、１，０００平米いうのに固辞せんといかんのかもしれんけど、いまどきのことですから、

○○委員が言われたおおむね５００平米、おおむね１，０００平米いうのは、あるいは上限は

２割の範囲じゃないかということなんですけど、そこまで固守することなく、地域委員会の委

員が確認した上で、それが妥当であるんじゃないかというような意見があれば、それは通すべ

きじゃないかと運営委員会では言いました。それまだ入れてもうてませんけどね。 

  それで、５００平米までの家じゃなくて、ときには大きな家を建てたいという方もあると思

います。たまたまそれが農地やって、広い屋敷がある場合もあるし、この件は、ちょうどその

区画が細長くありまして、そこ分割するようなことはあまりにも気の毒やというような形で、

山南地域委員会は、許可相当じゃないかということで、出さしてもらっています。それで、地

域委員会でもかなり議論していますので、どうか認めてやっていただきたいと。 

○議長 事務局から、補足説明します。 
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○事務局 失礼します。事務局でございます。 

  改めて申し上げます。実は何回も言わしていただいとるのですけが、一般住宅の場合、５０

０平米とか、それから農家住宅の場合は大体１，０００平米っていうこと、それ以上やったら

あかんとかいうのは、農地法のどこにも書いてありません。 

  ただ、農家住宅の場合、１，０００平米未満やったら、一般住宅の場合は５００平米未満や

ったら、まあ家建てるんやったらこれぐらいは面積あっても大き過ぎることないやろうという

ことでありますので、少々の隙間が空いとってもいいな、必要な面積やっていうことで判断を

してきていただいた。そういった経緯がございます。 

  ただ、まとめて言うとややこしいんで、一般住宅に限って言うんですけども、５００平米を

超えてきたら、当然余裕域が絶対出てきますから、その場合どういうふうに判断しよう、確認

しよういうことは、これまでにも議論になって、皆さんでお決めいただいた経緯があります。 

  そこで、統一事項を改めて見ていただきたいんですけど、必携のインデックス２番です。 

丹波市農業委員会統一事項及びその他の申し合わせ事項ってあります。左側見ていただいた

ら、上から１、２、３、４、５、６、７とあるんですけど、その１２番目。下から３番目で

す。読ませていただきます。平成１７年の農地部会で決定されています。 

  一般住宅及び農家住宅の転用可能な面積は、農家住宅１，０００平米、一般住宅５００平米

いずれの場合にも関わらず、申請書添付の計画平面図等により、具体的な転用内容をもって妥

当・適正の判断とする。 

  だから５００平米超えたらええとか悪いとか、おおむね２割とか、そんな話は全然関係ない

です。とにかく、この方が家建てるのに、これが大き過ぎるか小さ過ぎるか。言いかえると、

駐車場で転用されるのに、車５台置くんやったら５台分でしょう。１０台やったら１０台分で

しょう。 

  そんな形で、さきほど担当の委員さんからあったように、ちょっと面積大きいんやけど、後

ろの図面にあるように、二世帯住宅でこうなんやっていうんやったら、それをもって判断をい

ただいたらいいだけのことなんです。 

  ただ、その続きで、１枚めくっていただいたら、３ページ目になるんですけど、この統一事

項の２４番ですね。ただこうやって口頭で説明するだけでは、現場を見られていない委員さん

が、いやこれ大き過ぎるか、小さ過ぎるのか、ちょっと分かりにくいところがあるので、図面

をつけよかいやということも、委員さん方で決めていただいています。この２４番を読ませて

いただきます。 

  一戸建て住宅の転用許可審議に当たっては、一般住宅５００平米、農家住宅１，０００平米

を基準としている。大体基準としとんのやと。それまでやったら言わへんでというのがありま

すね。この面積から、転用面積が２割以上増える場合は、審議において、建物施設の配置計画

図を議案書に添付する。添付するというだけ。ちょっと気にするということですね。その上で

説明いただいたということなんでね。 

  だからそのときに、これが６５０平米やったらどうとかいうことじゃなくて、この方々がこ

の家建てるのに、大きいのか小さ過ぎるか。いつもそこを見ていただいて、御審議いただきた

いという。というか、いただかなくてはならないということを、皆さんに決めていただいとる

んやということだけです。 

○議長 それでは、また山南地域委員会からの報告がございました内容で、進めたいと思います。 
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  この番号９番について、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９番について、許可相当と意見を付して、進達することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号９番は、許可相当と意見を付して、進達すべきものと決

定いたします。 

○委員 すいません。この第５条に関しては全く問題ないんですけど、まだこの発言が不適切で

あれば議事録から削除してもらっていいです。ちょっと勉強させてください。 

  ３５ページ、この柏原の案件。雑種地、これ非農地だったらあかんかったんですか。非農地

証明。第５条で出してきたから第５条で見たと。ひょっとしたらこれ非農地で出したら非農地

で出とったみたいな。これどんな感じですかね。こういう地目が変わったの見ると、僕やった

ら非農地どうやったんかみたいな、ちょっと思ったりもしたんで、その辺ちょっと意見、これ

もストーリーで結構です。何か理由があり第５条やったら、それで全然尊重しますんで、意見

聞かせてください。 

  で、もしこれ不適切であれば、ちょっと議事録から削除してください。忌憚のない意見をお

願いします。 

○議長 番号１番につきまして、柏原地域委員会でどういうことがあったかということだけを教

えていただきたいと。 

○委員 そのとおりです。 

○委員 申請書を持ってこられたときに、今言われたように「何でこれ非農地違うの」って聞き

ました。本人申請ですが、この方が行政書士の方に指導を受けて、申請書を作ったという中で、

こういうやり方をしてくださいという指導を受けたから、これで出したというふうに言われま

したんで、それを「いやいや、これ作り直して、非農地証明願に作り直してきてください」と

いうものでもないので、そのまま受けたというところです。よろしいですか。 

○委員 結構です。もう１２４平米しかないとこで、川沿いでしたよね。こんなとこで第５条い

う経験は、これも勝手な僕の個人の意見で、それは僕も第５条で出してきたら、第５条で受け

るのは当然なんでしょうけど、ちょっとその辺のところが、我々の地域でもしこんなん出たら

どうしようかなみたいな状況で、聞かせてもうただけです。 

  不適切なら、くどいようですけど、削除していただいて結構なんで、勉強になりました。 

○議長 ありがとうございます。出してもらえる前に、もし相談とかいろいろあると思いますの

で、御相談に乗ってあげている中で、ちょっとアドバイスさせていただくこともいいかなとい

うふうに思います。そのときどきの判断でいいのかなと思います。よろしくお願いします。 

  それでは議案第２号の農地法第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、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。 

  春日地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号１番を、議席番号○番の○○が説明させていただきます。 
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  番号１番は、親子間の使用貸借により、一般住宅と車庫、貸露天資材置場に転用しようとす

るもので、去年９月２９日に、農振から除外された農地です。 

  農地区分は、農業公共投資の対象となっていない生産能力の低い小集団の農地で第２種農地

と判断されると考えます。 

  住宅部分の面積が４８５平米、資材置場については、６１５平米で、全部で１，１００平米

となります。 

  柏原町内に住まわれとった息子さんが、今度ここへ転居してきます。父親の事業を受け継い

で、本格的にやってくれるということでございまして、場所的にもいろいろ検討されましたけ

ども、ここの場所がいいと選定しておられます。 

  隣接所有者、地元関係者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、転用面積につきまして、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は問題の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。 

  図面は、４７ページに示しております。 

○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１番について、質問、意見等はございませんか。 

○委員 この案件については、配置図はよいんですかね。先ほどの説明からだと。 

○議長 これの配置計画図というものについて、添付がないんですけども、どうですかという質

問です。 

○委員 私のところには土地利用計画図っちゅうのが持っておるんですけども、私も委員会には

どうかなということでございましたんです。それはもう私自身も疑問に思っとるんですけどね。

私のとこには何か農業委員会から、これ図面つきで送られてきたんですわ。私のとこにもこれ

は今のところあるわけですけども、それが皆さん示されとると思って、話ししたわけですけど

も、皆さんのところには送られてなかったということは。 

  どうですか、その辺、今回は必要、皆さん必要じゃないかと私思ったんですけども、はい。

どうですか、事務局さん。 

○事務局 すいません。失礼します。事務局でございます。 

  実は地域委員会の中で、これは一般住宅にまでつながる部分もあるんやけれども、一般住宅

にかかっとるんでね、配置計画図添付させていただきましょうかって言わせていただいたんで

すけど、まあこれはちょっと住宅以外の場所もたくさんあるんで必要ないなということで、地

域委員会で御判断いただいたんで、割愛させていただいたという経過がございますので、御報

告させていただきます。 

○委員 ほなら私の思い違いでございました。 

○事務局 よかったら今コピーすることは可能です。 

○委員 まあ地域委員会として要らんということに。 

○議長 一応、区分分けとして、一般住宅、住宅部分が４８５平米ですね。それと資材置場、駐

車場が６１５平米ということになっとるんですが、説明するときに添付をしていただきたいと

いうことであれば、暫時休憩して用意します。 

  いかがですか。 
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○委員 前に柏原であったんですけど、そのときは資材置場と住居建てたと思うんですえど、一

般住宅か。そのときについては図面載せましたね。 

○議長 それでは、暫時休憩という形で、図面を用意します。 

  それでは、用意ができ次第、再開したいと思います。 

  すいません。申し訳ない。暫時休憩と思いましたが、一旦休憩をして、再開の初めから書面

を出して、この４６ページのとこから再開いたしたいと思います。 

  案件が滞ったりして時間かかってきましたので、４５分には再開したいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

  ここで休憩を取ります。 

 

（休憩） 

（再開） 

 

○議長 それでは、会議を再開いたします。 

  議案第２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の番

号１番について、図面を配っております。 

  春日地域委員会から、再度説明をお願いいたします。 

○委員 先ほど申しあげましたように、全体面積が１，１００平米ございます。図面を見ていた

だいたようにですね、こちらで面積を測りまして、宅地の面積ですね。駐車場も含めまして４

８５平米、資材置場が６１５平米でございます。 

  今、ちょっと休憩してもらいましたけども、面積につきましては、問題ないんじゃないかと

いうことでございます。 

○議長 番号１番について、ほかに質問、意見等ございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

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

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

定いたします。 

   

～ 議案第３号 番号１番～番号７番 ～ 

 

○議長 続きまして、議案第３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３号、番号１番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  氷上地域委員会から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、地目変更のための非農地証明願で、図面は５１ページに示しています。 

  １月１３日に確認したところ、現地は貸車庫となっていて、農地への復旧は困難であり、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４４年頃からで、地元自治会長、隣接者の証明もあり、

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

会としては、証明することは問題ないと考えます。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 氷上地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号１番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１番について、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２番、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の確認報告ですが、番号２番につきまして、農業委員会等に関する法律

第３１条に該当する方がいらっしゃいますので、退席をお願いいたします。 

 

（該当委員退席） 

 

○議長 それでは番号２番につきまして、青垣地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 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１３ページに示しております。 

  １月１３日に確認したところ、現地は、〇番〇、〇番〇、〇番〇、〇番〇は住宅で、〇番〇

は公衆用道路となっております。農地への復旧が困難で、周辺の状況から見て、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、〇番〇、〇番〇は昭和３３年頃、〇番〇、〇番〇、〇番〇

は昭和５３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

題ないと考えております。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長 青垣地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号２番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号２番について、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。 

  復席をお願いいたします。 
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（該当委員復席） 

 

○議長 続きまして、番号３番について、青垣地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号３番を、議席番号○番の○○が説明をさせていただきます。 

  番号３番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は５２ページに示しております。 

  １月１３日に確認したところ、現地は農業用倉庫となっており、農地への復旧は困難であり

周囲の状況から見ても、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５９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がないと考えております。 

  御審議のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長 青垣地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号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。 

  次に春日地域の案件について、事務局より説明をお願いします。 

○事務局 議案第３号、番号４番～番号６番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  春日地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号４番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号４番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は１９ページに示しています。 

  １月１４日に現地を確認いたしましたところ、軽量鉄骨造平家建１５平米と１８平米の２棟

が、倉庫として建っていて、農地への復旧は困難であり、周囲の状況から見て非農地として判

断しても特段に影響がないと見込まれます。 

  また農地でなくなった時期は、平成２年頃で、地元自治会長と隣接土地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はないと考えています。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員 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。図面につきましては、５３ページに示し

ております。 

  １月１４日に確認したところ、現地は店舗と露天駐車場となっており、農地への復旧は困難

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

  また農地でなくなった時期は、平成１３年頃からで、地元自治会長と隣接者の証明もあり、

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

会としては、証明することに問題ないと考えております。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 
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続きまして、番号６番は、地目変更のための非農地証明です。図面は２１ページに示してい

ます。 

  ２１ページを見ていただくと、倉庫、進入路、露天駐車場、庭となっております。 

  農地でなくなった時期は、平成７年頃でございまして、地元自治会長と隣接者の証明もあり

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

地域委員会としては、証明することに問題ないと考えております。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 春日地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号４番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号４番について、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） 

○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。 

  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確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号７番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号７番は、地目変更のための非農地証明願です。地図は３０ページに示しております。 

  １月１２日に確認したところ、現地は進入路の一部になっており、農地への復旧は困難であ

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

  また農地でなくなったのは、平成１０年頃で、地元自治会長と隣接の土地所有者の証明もあ

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はないと考えております。 

  先ほどの新規就農者が、この土地を買うということになっておるんですけど、これまでの所

有者が、ここを進入路として利用されていました。今回、家が売れるということになりまして、

改めて非農地証明願がされたということでございます。 
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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、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。 

 

～ 議案第４号 番号１番～番号１０番 ～ 

 

○議長 続きまして、議案第４号、丹波農業振興地域整備計画の変更に係る意見についてを議題

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４号、朗読。 

○議長 農業振興課から改めて説明いただきますが、地域ごとに説明しますので、それに伴って

各地域委員会から補足説明する形にしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

  それでは農業振興課からの説明をお願いします。 

○農業振興課 （議案書説明） 

○議長 除外案件の番号１番について、青垣地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号１番を議席番号○番の○○が説明します。 

この案件は、携帯電話基地局設置に係る除外です。面積２８１平米のうち６７．７９平米と

いうことで、８ページに写真が出ておりますが、この真ん中ら辺に基地ができるというもので

ございます。 

○議長 青垣地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  除外案件の番号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。 

  丹波農業振興地域整備計画の変更に係る意見について、番号１番について、照会のとおり決

定することに、異議がないと回答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、丹波農業振興地域整備計画の変更に係る意見について、番号

１番、青垣地域の案件については、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、春日地域の案件について、農業振興課から説明をお願いします。 

○農業振興課 （議案書説明） 

○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２番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号２番は、食料品販売店の露天駐車場として利用するための除外申出です。 

  現在の駐車場は客数の割に手狭で、また、交差点付近のため、しばしば車両の停滞が起き事
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故の危険性が高くなっていました。この危険性の解消や利便性を考えたときに、今回の申出地

が最適であり、面積についても妥当なものと判断でき、地域委員会としては除外することに問

題はないと考えております。 

  続きまして、番号３番を説明します。 

  番号３番は、市道の拡張に伴うもので、既に公共事業として進めているものであります。地

域委員会としては、除外することに問題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、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。 

  丹波農業振興地域整備計画の変更に係る意見について、春日地域の番号２番、番号３番につ

いて、照会のとおり決定することに、異議がないと回答することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、丹波農業振興地域整備計画の変更に係る意見について、春日

地域の番号２番、番号３番については、照会のとおり決定することに、異議がないと回答いた

します。 

  続きまして、山南地域の案件につきまして、説明をお願いします。 

○農業振興課 （議案書説明） 

○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 番号４番を、議席番号○番の○○が説明させていただきます。 

  番号４番は、申出者が、露天資材置場として利用したいとするものです。 

  現地を確認したところ、 申出地の農地区分は、駅からおおむね５００メートル以内に位置

しているため、第２種農地と判断されます。 

  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、農用地区域から除外されることに問題はないと

考えられますので、御審議のほど、よろしくお願いします。 

○委員 番号５番は、申出者が、露天資材置場、露天駐車場として使用するもので、現地を確認

したところ、申出地の除外の区分は、街区の面積に占める宅地の割合が４０パーセントを超え

るため、第３種農地と判断されます。 

  また、転用面積は必要最小限のものであり、農用地区域から除外されることに問題はないと

考えられますので、御審議のほど、よろしくお願いします。 

  番号６番は、申出者が一般住宅を新たに建築するためのもので、現地を確認したところ、農

地の集団規模が１０ヘクタール未満のため、第２種農地と判断されると考えられます。 

  また転用面積は必要最小限のものであり、農用地区域から除外されることは、問題はないと

考えられます。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

  番号７番は、申出者が露天駐車場として利用するためのものです。 

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

め、第２種農地と判断されると考えられます。 
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  隣接農地所有者、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、農用地区域から除外されることは、問題ないと

考えられます。 

  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４番、番号５番、番号６番、番号７番について、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。 

  丹波農業振興地域整備計画の変更に係る意見について、番号４番、番号５番、番号６番、番

号７番について、照会のとおり決定することに、異議がないと回答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、丹波農業振興地域整備計画の変更に係る意見について、除外

番号４番、番号５番、番号６番、番号７番、山南地域の案件について、照会のとおり決定する

ことに、異議がないと回答いたします。 

  続きまして、市島地域の案件につきまして、農業振興課より説明をお願いいたします。 

○農業振興課 （議案書説明） 

○議長 番号８番、番号９番、番号１０番、市島地域の案件につきまして、説明が終わりました。 

  市島地域委員会から確認報告をお願いします。 

○委員 番号８番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号８番は、自治会公民館の駐車場が手狭で路上駐車による通行の危険性が高く、駐車場整

備の要望が出されていたため、自治会員の露天駐車場として、利用しようとするものです。  

  現地を確認したところ、申出地の除外後の農地区分は、第１種農地と判断されると考えます

が、集落に接続して設置される日常生活上必要な施設のため、特に農用地区域から除外される

ことに、問題はないと考えます。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

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

  番号９番は、地元で建設業を営んでおられる会社で、破砕コンクリートと解体木材の中間処

理施設が必要であるということと、重機を２台導入するということで、拡張して、用地を確保

したいということです。 

  現地確認したところ、山林化しており、できたらここを除外して、十分活用していただいた

らありがたいかなと、地元からも声が上がっております。 

  番号１０番は、これも地元の企業で、機械の精密加工業を長いこと営んでおられます。最近

受注が増えて、工場を拡張したいとのことです。それに伴って、現在は会社の前に従業員用な

どの駐車場がありますが、大きなトラックとかが来たときに、回転するところがない。 

  それから、結構話題の法人で、大企業からの視察が多いので、そういった来客用の駐車場も

確保したいと。できることであれば、もう工場の近くにそれを確保したいということで、今回

の除外申請ということになっています。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長 市島地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号８番、番号９番、番号１０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。 

  丹波農業振興地域整備計画の変更に係る意見について、番号８番、番号９番、番号１０番に

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、丹波農業振興地域整備計画の変更に係る意見について、番号

８番、番号９番、番号１０番について、照会のとおり決定することに、異議がないと回答いた

します。 

   

～ 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。 

  柏原地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号１番を、議席番号○番の○○が説明します。 

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

依頼を受けたため「平成２８年１２月２１日 空き家に付随した農地に係る農地法第３条第２

項第５号の別段の面積設定に係る取扱いについて」に照らし合わせながら、現地調査を行いま

した。図面は５７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 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。 

  議案第５号の番号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番については、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。 

  次に、番号２番について、事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第５号、番号２番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  青垣地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号２番を、議席番号○番の○○が説明をいたします。 

  住まいるバンクに付随して売買を希望する農地について、別段の面積設定の依頼を受けまし
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て「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

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５８

ページに示しております。 

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

されていないが、現況が復旧困難な農地でないこと等を確認いたしております。 

  よろしく御審議のほど、お願いいたします。 

○議長 青垣地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号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。 

  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の番号２

番について、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、農地法第３条第２項第５号の番号２番について、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

を議題といたします。 

  事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第６号、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 議席番号○番の○○が説明します。 

  １月１２日に現地確認したところ、照会どおりの現況となっており、照会どおりの内容で回

答することとして何ら問題ないと考えます。 

  よろしく御審議のほど、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、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 ～ 
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○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７号、朗読。 

○議長 それでは、まず柏原地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 １月１４日の地域委員会で、番号１番から番号２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るので、決定することに特に意見はありません。 

○議長 柏原地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

 柏原地域における農用地利用集積計画の決定について、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、柏原地域における農用地利用集積計画の決定について、全て

照会のとおり決定することに、異議がないと回答いたします。 

  次に、氷上地域ですが、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 氷上地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 １月１３日に番号３番から番号１１９番まで確認しました。その中で、番号１１３番に

つきましては、今回取下げとなっております。 

  ほかの案件につきましては、全ての農地におきまして効率的に耕作し、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。 

  申し添えますと、今回氷上町下新庄で案件が大変多く出ておりますので、この件につきまし

て説明をいたします。 

  皆さん御存じのとおり、当地域では、県による経営体育成基盤整備事業が令和２年に着工し

まして、令和５年完了の予定で進められております。なお、この事業では、工事地域内の農地

の８０パーセント以上の面積を、人・農地プランの担い手農家に集積することが義務づけられ

ていますが、このたび地域内で十分協議され、８０．９パーセントの集積が達成できましたの

で、今回の提案となった運びでございます。 

○議長 氷上地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

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

異議がないと回答することとしてよろしいですか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

照会のとおり決定することに、異議がないと回答いたします。 

  復席をお願いいたします。 

 

（該当委員復席） 

 

○議長 次に、青垣地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 １月１３日に、番号１２０番、番号１２１番について確認いたしましたが、全ての農地

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

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

補足でございますけれども、番号１２０番は、借受人の住所が○○となっていますが、実家

が地元にございまして、○○から実家を利用して通われるというふうなことでございますので、

よろしくお願いします。 

○議長 青垣地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

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

異議がないと回答することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

照会のとおり決定することに、異議がないと回答いたします。 

  ここで議長を交代いたします。 

○議長 春日地域における農用地利用集積計画の決定についてを議題としますが、農業委員会等

に関する法律第３１条に該当する方がおられますので、退席をお願いします。 

 

（該当委員退席） 

 

○議長 それでは、春日地域委員会から確認報告をお願いします。 

○委員 議席番号○番の○○が説明いたします。番号１２２番から番号１４０番まで、１月１４

日の地域委員会で確認しましたが、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、

特に意見はございません。 

  なお、この４７ページ、番号１２９番、番号１３０番、番号１３２番は、○○に住まわれて

いる方ですけども、昨年度より番号１２９番の近くの農地を通いながら耕作されています。将

来経営を引き継ぐ目的で、移住それから事業継承を視野に入れた形で、取り組まれていると聞

いております。 

○議長 春日地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  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。 

  春日地域委員会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、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、異議がないと回答します。 

  復席をお願いします。 

 

（該当委員復席） 

 

○議長 ここで議長を交代します。 

○議長 それでは、山南地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 １月１１日に、番号１４１番から番号１４６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 続きまして、市島地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 １月１２日に番号１４７番から番号１４９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 山南・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。 

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

  事務局説明をお願いします。 

○事務局 報告第１号、番号１番朗読。 

○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 地元の○○が、畦畔をコンクリート化する工事を行っております。この工事は１月４日

から３月３１日となっていますが、今、半分ほどできているような状態でございますが、○○

は、こういう工事をするのにそういう書面上の話とか、そういったものを全然していませんで
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したので、これを督促して、今回出してもらうようにしました。できましたら、農林整備課に、

こういう工事をするなら農業委員会のほうに事前連絡するようなことを、また伝えておいてほ

しいかと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長 柏原地域委員会の補足説明が終わりました。 

  質問等はございませんか。 

（「質問なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 質問等がないようですので、農地の一時利用の届出についての番号１番について、御承

知おきください。 

  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 報告第１号、番号２番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  春日地域委員会から補足することはございませんか。 

○委員 議席番号○番の○○が補足説明します。 

  この届は、排水路の工事のための一時利用です。期間としては２月末までということでござ

います。 

○議長 春日地域委員会の補足説明が終わりました。 

  質問等はございませんか。 

（「質問なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 質問等がないようですので、報告第１号の番号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を議題といたします。 

  事務局説明をお願いします。 

○事務局 報告第２号、番号１番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  青垣地域委員会から補足することはございませんか。 

○委員 番号１番は、栗を栽培するための盛り土ということで、伺っております。 

○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。 

（「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号の農地の形状変更届についての番号１番につい

て、御承知おきください。 

  続きまして、山南地域の案件について、事務局説明をお願いします。 

○事務局 報告第２号、番号２番、番号３番朗読。 

○議長 報告第２号の形状変更届の番号２番につきましては、農業委員会等に関する法律第３１

条に該当する方がおられますので、退席をお願いいたします。 

 

（該当委員退席） 
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○議長 山南地域委員会から補足することはございませんか。 

○委員 番号２番、番号３番は、２枚並んだ田んぼですので、一緒に説明させていただきます。

上からの水もれを制御するための明渠排水路です。 

○議長 山南地域委員会から補足説明が終わりました。 

  質問等はございませんか。 

（「質問なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 質問等がないようですので、農地の形状変更届、番号２番、番号３番を併せて説明をし

ていただきましたが、御承知おきください。 

  復席をお願いします。 

 

（該当委員復席） 

 

○議長 番号４番につきましては、先ほど第３条の関連で報告しておりますので、報告第２号は

以上となります。 

   

～ 報告第３号 ～ 

 

○議長 続きまして、報告第３号、農地法施行規則該当転用届について、事務局説明をお願いし

ます。 

○事務局 報告第３号、番号１番、番号２番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  春日地域委員会から補足することはございませんか。 

○委員 番号１番について、議席番号○番の○○が説明させていただきます。 

  この農業用倉庫でございますけれども、これについては経過書が添付されています。抜粋し

て読まさせていただきますと、平成４年に届出者のお父様が無届で造られたということでござ

います。その後、亡くなられたのですが、平成２４年１０日６日に確認した転用申請の際、改

めて手続きをすることを約束しておりましたが、未提出のまま現在に至りましたと。申し訳ご

ざいませんということです。 

  次に、番号２番につきましても、同じく農業用倉庫でございますが、これも経過書が添付さ

れています。 

  平成１０年頃にお父様から相続されまして、ここは届出済だと思っておられたんで、農業用

倉庫としてずっと利用されていたということでございます。 

  建てるときも農業委員会にも相談されて、指導していただきましたということでございます

から、そのときの、こちらの確認も不十分で届出がされとると思い違いをしておりましたとい

うことでございます。 

  改めて、届出しますので、よろしくお願いいたしますということで、申し訳ございませんと

いうことになっております。 

○議長 春日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） 
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○議長 質問等がないようですので、報告第３号、農地法施行規則該当転用届出について、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番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  市島地域委員会から補足することはございませんか。 

○委員 特にありません。 

○議長 質問等はございませんか。 

（「質問なし」と呼ぶ者あり） 

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

い。 

 

～ 報告第５号 ～ 

 

○議長 続きまして、報告第５号、農業経営改善計画の認定について、事務局説明をお願いしま

す。 

○事務局 報告第５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。 

  質問等はございませんか。 

○委員 すいません。質問じゃないのですが、今回この認定会議に、市島の推進委員さんも出て

もうたんですけど、酪農のことをさっぱり分からへんって言うてるんです。もう普及センター

の言うとおりやと。普及センターがこうでって、書いてきたら、そう言うたらそのとおりにな

るし、それどうなんかな。私もそりゃ酪農のこと詳しくないんやけど、まあ前は、農業委員会

の農業委員さんがしとったんやけど、そのときも酪農のことはもうひとつ分からへんのやけど、

これでええんかいなと思うんやけど。 

  まあここで言うてもあかんのやけどね、それは。分からへんのにどうなんかなと思いまして。

またこれは別の問題で、論議してもらわなあかんのやけど、ちょっとそういう意見があったい

うことだけ。推進委員さんも分かってないので。 

○議長 一応説明を受けて、会議に諮って、認定となると思うんですけど、最終的にはこの場で

報告を受けることになるんですけど、推進委員さんにお世話になって認定会議で確認いただい

て。その中で、専門のこともあると思うんですが、基本的には事務局からの説明を受け、あと

は数字を見てということになろうかと思うんです。そういう場合、アドバイザー的な意見が必

要であれば、推進委員さんからも言っていただいて。決定権はないのですが、アドバイスはし

ていただいたらいいんじゃないかなというふうには思います。 

○委員 大きいとこなんか億っていう金が出てきたら、大きいんで分かれへんで。 

○議長 特に今そういう、今回は２、３件の会社になってますので、会社になった場合、認定の

基準いうのはまた変わってきてますので、そこら辺も御理解していただいて審査いただくこと
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になろうかと思うんですが。我々もなかなか分からないとこもありますので、アドバイザー的

に御意見いただくというのは、会議の中で検討いただいたらいいかなと思います。 

  事務局。 

○事務局 よろしいか。すいません、御意見ありがとうございました。 

  今、議長からお話しいただいたとおりではあるんですけれども、ただほんとに認定農業者、

一くくりで言うと一つの言葉なんですけど、それこそ経営内容は畜産から土地利用型、施設型、

もう様々な内容の、当然御担当いただいた委員さん、ちょっと自分とは違うな。全然自分の経

営内容と違うことになったら、経営計画の部分について判断、非常に難しいところがあると思

います。 

  基本的にはそういうところは、普及センターとか、市の担当職員のほうで、会議の確認等さ

していただいとるところなんですけども、現地確認いただく委員さんに特にお願いしたいこと

というのは、例えばその方が、遊休農地を持っとってないやろか。例えば畜産であったら、野

積みとかしたり、そんな環境をちょっと悪いようなことをしとってないか。要するに地域の農

業者の指針となるスタイルでされとるかどうか、というところは、感覚的に委員に見ていただ

きながら、市が認定作業をしていくことをうまくこう補完していく形で、支援をしてあげてい

ただいたらなと。地域の農業者としてふさわしい方か否か。ここを中心に、ぜひ判定をしてい

ただいたり、場合によっては指導していただいたりしていただきたいなと、こんなふうに思っ

ております。よろしくお願いします。 

  以上でございます。 

○議長 質問等がないようですので、農業経営改善計画の認定につきまして、御承知おきいただ

きたいと思います。どうもありがとうございます。 

  先ほども認定農業者が８０経営体で、以前から比べると随分減っとるという状況がありまし

て、またいろいろな形で認定農業者さんであったり、いろんなところに関わりがある方いらっ

しゃると思いますんで、またどういう状況なんか、というようなことで、また聞いていただい

て、関心を持っていただいたらいいのではないかというふうに感じておりますので、よろしく

お願いします。 

  それでは、本日予定しておりました議事は、以上となります。 

  ほかにこの際何か協議することとか、ありましたら。 

○委員 毎回なんですけども、報告事項のところで、報告の内容に不参与の方については席を外

されるという、今日もあったんですけども、議事の参与の制限ということで、第３１条の農業

委員会の委員は、自己または同居の親族もしくはその配偶者に関する事項については、その議

事なりに参与することができないということで、議事でないことについて、報告を受けるだけ

ということについて、席を外さないかんのかどうか。その辺をちょっと今までの判断やという

ことで、そういうふうにされとったかということを、ちょっとお伺いしたいと思いますが。 

○事務局 すいません。御意見ありがとうございます。 

  確かに、過去にもこれは議論になったことがございました。その際に、実際は今御意見いた

だいたように、報告事項では議事じゃないので、審議はされませんので、そのまま御同席いた

だいても問題ないんじゃないかという意見もある中で、ただ対外的に、何らかの誤解を招くこ

とがあるかもしれないということで、念のため報告事項でも、該当する委員さんについては退

席するようにしようかということで、お決めいただいて、それから慣例のような形で、関係さ
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れる場合は御退席いただいておると、こういう状況でございます。 

○議長 今御意見いただきました。で、慣例で今まではこのよう形にしとるんですが、もし改め

てということであれば、また運営委員会等で話はさしていただたらいいかなというふうに思っ

ておりますので。 

  ほかにございませんか。 

○委員 農振除外の議案のときに、まあまあこれも進め方なんですけど、各町ごとに一括して審

議をされたと。合議をしますという言葉はないままで、一括での審議っていうのが、よいか悪

いかは、時間は短縮できてよい面もあるとは思うんやけど、農振除外の議案でそれができるん

であれば、３条、５条でも同じようにできるはずやというふうに思うんやけど、３条、５条は

もう１件ずつ審議しときながら、農振除外は何でそれ一括でできるんかというのが、非常に不

思議なんです。 

  以前は、農振除外も１件ずつ審議をしとったように思うんですけど、まあまあ今日こうやっ

て進んで、今さらそれをもう一回やり直すとかどうのこうのというようなことはする必要はな

いと思うんやけど、その辺の整合性が合わへんなというふうに思います。それができるんであ

れば、もう３条も一括でやってしもたら、時間もかなり早くて、すすすっと進むと思うんやけ

どっていう、ちょっとその辺がちぐはぐやったなというのを感じました。 

○議長 今の御意見につきまして、ちょっと検討させていただきますが、こちらとしては、変更

に対して意見を求められてということですので、それを１つずつということでも、まとめてで

も問題ないと考えていますが、進め方については今後検討させてください。 

○事務局 せっかくなんで補足をさせていただきたいと思います。 

  基本的には、３条なり４条なり５条なり、いろんな案件については、それぞれの方々から申

請いただいて、個別に申請いただいて、個別に返していくという作業になってくるわけなんで

すけど、この農振の除外の案件、今御意見いただいたように、基本的にはその月、その会、そ

の会で、１筆だけやったり３０筆あったりいろいろあるんですけど、結論的にはその１つのく

くりの中で、意見をどうですかというふうに市から問いかけをされて、市に対して返すという

作業をしていきますから、手続きとしては１つになってまいります。 

  そういうこともありますので、一般的な第３条とか第４条とかの案件を、併議以外で合議い

うのはちょっと曲げられないのかなということがある中で、ただ手続上からいうと、もう柏原

から市島ってまとめて意見どうですかというやり方をされても、特にこれに問題はないという

ふうに考えるんですけど、ただ今後案件として、転用案件で出てくるものでありますから、時

間許せば１件ずつどうかなということで、御審議いただいくのもいいのかなということは考え

られることではあります。 

  まああとはちょっと、これは執行部のほうで、進め方については御協議いただけたらと思い

ます。 

○委員 すいません。今、○○委員が言われたとおり、１件ずつのほうがええんじゃないかと言

われましたけれども、今回の例でいきますと、議案第７号、農用地利用集積計画についてこれ

は丸めてやる。一緒にやってしまうから、これでええんじゃないかと。これも一緒だったら、

これも１件ずつやろうと。そういう意味、拡大解釈したら。これも報告事項じゃないですから。

議案ですから。 

○委員 先ほど言うたように、１件ずつやらなあかんとも言うてへんし、そのほうがよいとも言
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うてへん。 

○委員 いや僕らの考えでは、これと同じようにしたいと思います。 

○委員 今までやっとったやり方と違うから、ほんでそれも何の話もなしにいきなり変わったか

ら、どうなんですかというふうに聞いただけで。できるんやったら、そこまでやってももう幾

つでぽーんとやってしもたら、時間が早くてええのになと思うぐらいで、別に何がよくて何が

あかんということは、一回も言うてません。 

○委員 分かりました。 

○議長 進め方については、またこちらで検討させていただきたいと思います。 

○委員 ちょっとお願いですけども、皆さん第３条、第４条、第５条の説明ですけど、ちょっと

初心に戻っていただいて、この会議では固有名詞は出すなということになってますね。簡単に

固有名詞が出てくるんで、その辺はちょっと気をつけて説明の仕方を考えていただきたいです。

議事録には黒くなって出ないんですが、よろしくお願いします。 

○議長 それでは、事務局から連絡事項をお願いします。 

○事務局 （事務連絡） 

○議長 それでは少し時間が長くなりましたが、本日の会議は閉会します。御協力どうもありが

とうございました。 

 



 - 42 - 

会議の顛末に相違ないことを認め、署名いたします。 

 

   令和４年１月２５日 

 

            議           長               ○印  

 

 

            議事録署名委員（２０番委員）              ○印  

 

 

            議事録署名委員（２１番委員）              ○印  


