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令和４年度 第１回定例総会議事録 

 

１．日 時  令和４年４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 （２１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 

        ７番 山本 浩子  ８番 足立 康裕 

 （青垣地域） ９番 足立 篤夫  10番 足立 俊哉  11番 足立 信昭 

 （春日地域） 12番 臼井 光茂  13番 荻野 隆太郎 14番 近藤 眞治 

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 

 （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 （３名） 

        ６番 德田 義信  15番 田川 良一  20番 和田 憲治  

 

○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 農用地利用集積計画の決定について（別冊） 

  報告第 １ 号 農地の一時利用届について 

  報告第 ２ 号 農地の形状変更届について 

報告第 ３ 号 農地法施行規則該当転用届について 

  報告第 ４ 号 公共工事の届出について 

  報告第 ５ 号 電気事業者による届出について 

  報告第 ６ 号 認定電気通信事業者による届出について 

  報告第 ７ 号 農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 それではただいまより、令和４年度丹波市農業委員会第１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の報告をお願いします。 

○事務局 本日の総会の出席人数でございます。在任委員２４人中、議席番号６番の德田義信委

員、議席番号１５番の田川良一委員、議席番号２０番の和田憲治委員から欠席届が提出され、

出席委員は２１名となっております。農業委員会等に関する法律第２７条の規定を満たしてお

りますので、総会が開催できますことをご報告いたします。 

  続いて、大変申し訳ございません。議案書の訂正をお願いいたします。表紙の日時、令和４

年４月２５日（金）とあるところを、（月）に修正をしていただきますようお願いいたします。

大変失礼いたしました。 

  以上でございます。 

 

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。 

  今日は、議席番号２番の矢本委員、議席番号３番の芦田委員、両名を指名いたします。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２８番 ～ 

～ 議案第１号 使用貸借権設定 番号１番 ～ 

～ 報告第３号 番号１番～番号３番、番号５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。 

  事務局から説明をお願いします。 

○事務局 議案第１号、番号１番～番号３番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  柏原地域委員会からの確認報告ですが、番号１番について、農業委員会等に関する法律第３

１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） 
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○議長 それでは、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。 

○委員 番号１番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号１番は、利用権で耕作している農地の所有権を取得して、より経営を安定させるための

申請です。図面は８ページに示しています。 

  地域委員会としては、以前から耕作されていることもあり、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、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。 

  復席をお願いいたします。 

 

（該当委員復席） 

 

○議長 続いて、番号２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。 

○委員 番号２番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号２番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、図面は９ペー

ジに示しています。 

  今後は果樹園として、使用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。 

  続いて、番号３番ですが、これも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） 
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○議長 それでは、番号３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３番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号３番は、農地を売買により取得し、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。 

  今後は、デコポン等の果樹園として、使用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 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。 

  復席をお願いいたします。 

 

（該当委員復席） 

 

○議長 次に、氷上地域の案件について、事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第１号、番号４番～番号９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。 

  氷上地域委員会からの確認報告ですが、まず番号４番についてですが、農業委員会等に関す

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

 

（該当委員退席） 

 

○議長 それでは、番号４番について、氷上地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号４番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号４番は、農地を売買により取得し、事業を拡大するものです。図面は１０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 氷上地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号４番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 
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  番号４番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

 復席をお願いいたします。 

 

（該当委員復席） 

 

○議長 続いて、番号５番以降、氷上地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号５番を、議席番号○番の○○が説明をいたします。 

  番号５番は、農地を売買により購入し、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、許可要件の全て満たしていることを確認し

ております。 

  なお、譲受人の住所が○○になっておりますが、１１ページの地図を見ていただいたら、今

度、３条で買われる土地の真ん中に宅地がございます。これを取り壊して、新しい家を建てて、

そこに住まわれるということでございます。 

  続いて、８９ページの番号１番、１１ページの地図を見ていただいたら分かりますように、

農地の上に、農作業場、黒塗りのものがあります。この分につきまして、始末書が添付されて

おります。前の所有者が建てられたものであり、今後このようなことがないようにという内容

です。 

  続いて、番号６番につきましても、○○が説明をいたします。 

  番号６番は、農地を売買により購入し、経営規模を拡大したいというもので、１２ページに

図面を示しております。 

  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。 

  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１３ペ

ージに示しています。 

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

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

しています。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○委員 番号８番、番号９番を、議席番号○番の○○が説明をいたします。 

  番号８番は、農地を売買により取得し、経営を開始したいというもので、図面は１４ページ

に示しております。 

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

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

  また、申請地の近くの空き家を購入され、そこを拠点として農業を開始されます。近日中に

耕運機等も購入され、野菜作りを計画されております。 

  続いて、番号９番の申請人は、親子関係にあります。譲受人は親から農地を譲り受け、農業

を開始するもので、下限面積の関係上、先月に利用権にて農地を借りております。図面は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。 

  まず番号５番、及び関連の８９ページの番号１番につきまして、質問、意見等はございませ

んか。 

  ○○委員。 

○委員 確認です。農地法施行規則のほうで、始末書添付となっていまして、その説明の中で、

前の所有者が建てたものであると。それで始末書ということで、よろしいんですか。誰が書か

れたものですか。 

○委員 譲渡人が書かれています。 

○委員 譲渡人が自ら建てたということですか。 

○委員 譲渡人の親が建てられたということです。 

○委員 それやったら分かります。 

○議長 よろしいですか。 

  ほかに質問、意見等はございませんか。 

  ○○委員。 

○委員 関連ですけど、今の２アール未満の届出は、届出人はどちらですか。 

○委員 届出人は、３条の譲受人です。 

○委員 譲受人。 

○委員 はい。 

○議長 ほかに質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号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。 

  なお、関連の８９ページの番号１番について、御承知おきください。 

  続いて、番号６番について、質問、意見等はございませんか。 

○委員 番号６番の拠点はどこになりますか。 

○委員 拠点は、氷上町○○の○○になります。 

○議長 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、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  番号７番について、質問、意見等はございませんか。 

○委員 番号７番の拠点はどこになりますか。 

○委員 拠点は、氷上町○○です。 

○議長 番号７番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号７番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  番号８番について、質問、意見等はございませんか。   

○委員 ちょっとこれ番号５番から番号６番、番号７番、許可しようと思ったんですけども、こ

の拠点基準というのはないんですか。拠点基準がないと、農作業の常時従事要件と地域調和要

件なんか取れるんですか。 

○委員 拠点いうのは、番号５番は先ほど説明したとおりです。それから番号６番は、○○が拠

点になります。 

  それから番号８番につきましては、今説明しましたように、申請地の近くの空き家を購入さ

れ、そこを拠点として農業を開始されますということでございます。 

○議長 よろしいですか。 

  そのほか、番号８番についての質問はありますか。 

○○委員。 

○委員 同じく番号８番についてなんですが、これ共有名義にする予定のように見えるんですが、

拠点はまあこっちにあるという話を聞きましたが、親族ですか。親族でないのであれば、例え

ばまあこれはお２人やからいいんでしょうけど、多人数共有で、大勢で持たれるなら、農地の

責任が分散してしまう。合わせて、農用地区域外なんで、一定面積ということになるんでしょ

うけど、例えば４人やったら４，０００平米ないとあかんのとか、その辺の基準はいかがなも

のか。  

○議長 事務局に説明させます。 

○事務局 失礼いたします。事務局でございます。 

  まず下限面積のところを先に整理したいと思いますが、譲受人によって、下限面積が変わる

ということはございません。ですので、農用地区域内か外かあるいは別段面積が設定されてい

ると。この３種類で、下限面積の判定はするということになります。 

  ２つ目。受人が複数の場合。複数での取得ということは、今に始まった話ではありません。

申請書に持ち分の記載があるのかないのか。今回はございませんので、従来からもあるように、

この申請は明確にその範囲を指定しての取得ではなしに、共同で、２人でこの農地を取得して、

耕作をしていくという申請であろうかと思います。これまでからあった内容であります。特殊

な案件というわけではないと思います。 
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○委員 例えば、近所４人で１枚の田んぼを買いますでもいいんですか。 

○事務局 失礼いたします。事務局でございます。 

  譲受人の要件の中で、当面その土地が耕作できるかという話になります。何人だったらよく

て、何人だったら駄目かということは、明確にお答えするのは非常に難しい。ただ取得する中

で、営農ができるかできないか。そこは地域委員会としての判断になろうかと思います。 

  それからもう１点。申請書の中で、先ほど血縁関係ですか。関係はないという説明がありま

した。この点について訂正をさせていただきたいと思います。お２人は、姉妹です。 

  以上でございます。 

○議長 よろしいですか。 

  ほかに、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） 

○議長 異議がございませんので、番号８番は、許可すべきものと決定いたします。 

  番号９番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号９番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  次に、青垣地域の案件について、事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第１号、番号１０番～番号１２番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  青垣地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号１０番、番号１１番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

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

ページに示しております。 

  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

確認いたしております。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

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

図面は１７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。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○委員 番号１２番を、議席番号○番の○○が説明をいたします。 

  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、１８ページ
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に図面を示しております。 

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

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

とを確認いたしております。 

  なお、譲渡人は、家、農地、山林、全部を売り払って、農業経営の廃止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 青垣地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号１０番について、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。 

  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１３番～番号２１番、報告第３号、番号２番、番号３番、使用貸借

権設定、番号１番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  春日地域委員会からの確認報告ですが、まず番号１３番、番号１４番について、説明をお願

いいたします。 

○委員 番号１３番、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１３番につきましては、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

ございます。図面につきましては、１９、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

しています。 

  こちらにつきましては、同じ○○地内の方が贈与されるということでございます。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 
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  引き続いて、番号１４番につきましても、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号１４番につきましても、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

ございます。図面につきましては、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

しています。 

  これも、○○地内の方が譲受人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 春日地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号１３番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１３番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１３番は、許可すべきものと決定いたします。 

  番号１４番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１４番について、許可することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１４番は、許可すべきものと決定いたします。 

  次の番号１５番ですが、３３ページの番号１番、下限面積の関係がありますので、併議とさ

せていただきます。並びに、関連の８９ページの番号２番、番号３番も、併せて説明をお願い

しますが、これも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１５番と関連する案件について、春日地域委員会から確認報告をお願いい

たします。 

○委員 番号１５番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号１５番は、売買により農地を取得し、経営規模を拡大したいというもので、２１ページ

に図面を示しています。 

  小さい面積の田畑で、一般野菜や果樹の栽培を計画しており、新規就農したいというもので

あります。 

  現在、所有面積が０となっております。今回の３条申請と同時に、３３ページに、もう御覧

いただいたと思うんですが、農地の使用貸借権設定申請が出ております。  

  従いまして、耕作面積が０なんですけども、使用貸借権の申請が通りましたら、下限面積が

これで通るということになろうかと思います。 

  農業機械は、当面貸出人の機械を借用することになっております。 
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  地域委員会としては、農地法第３条第２項の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。 

  続いて番号１６番も、○○が説明いたします。 

○議長 すいません。番号１５番ですが、関連の８９ページの番号２番と番号３番。 

○委員 ８９ページに、今の２筆について、それぞれ農業用倉庫が建っておりまして、始末書が

添付されております。番号２番と番号３番ですね。この２つでは３条申請の番号１５番で農地

を取得しようとする案件ですが、地図、２１ページを御覧ください。 

  図面上黒くべた塗りをしてある分です。それぞれ始末書が添付されておりますので、朗読し

ます。 

  私は昭和５０年頃、農業用道具を入れるため、自分で小屋を建てました。本来なら事前に届

を出して、承認を得なければならないのですが、失念いたしておりました。今回３条申請をす

るに当たり、届出をいたしますので、何とぞ御承認賜りますよう、お願い申しあげます。 

  ということでございます。 

○議長 番号１５番及び３３ページの番号１番を併議とさせていただき、また関連の８９ページ

の番号２番、番号３番につきまして、併せて審議をいたします。   

  この案件につきまして、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１５番及び３３ページの番号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１５番及び３３ページの番号１番につきまして、許可す

べきものと決定いたします。 

  なお、関連の８９ページの番号２番、番号３番につきましては、御承知おきください。 

  復席をお願いいたします。 

 

（該当委員復席） 

 

○議長 春日地域の案件の番号１６番以降、説明をお願いするんですが、番号１６番、番号１７

番につきましては、下限面積の関係がありますので、併議とさせていただきます。 

  それでは春日地域委員会から確認をお願いいたします。 

○委員 番号１６番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号１６番は、親子の間において生前贈与ということで、自宅周辺の農地を取得し、経営規

模を拡大したいというもので、２２ページと２３ページに地図をつけております。 

  ２２ページ、２３ページの地図を、御覧いただきたいと思うんですが、申請地の○番と○番、

その２筆は地図の２２ページにあります。残り５筆は、２３ページの地図で、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、

Ｅと記号で表記しております。他の申請地と集中しましたので、見やすいようにこのような表

記となりました。 

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

しております。 

  番号１６番のＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅがこの番号１６番でして、次の番号１７番の議案、これも

同じ２３ページのＦという記号で、表示が入っております。 

  それから番号１８番も、同じく２３ページのＧとＨという番号をつけて、表示されておりま

す。 

  続いて、番号１９番の議案も、同じく地図のＩとＪという記号で表記しております。 

  これは売買によりまして、番号１７番、番号１８番、番号１９番を取得し、規模拡大すると

いうものであります。 

  それで、この地図で、２３ページの地図で、番号１９番のＩという○番○、細いやつですが、

細長い土手みたいなものが残っております。これは、基盤整備する以前に、非農地が川沿いに

残っておりまして、この部分を含めて今回購入するということで、小さい、２４平米というも

のです。 

  長くなりましたが、全部２３ページに絡むものを申しあげました。 

  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おります。 

  この番号１７番から番号２０番の譲渡人の方は、これで農地が全部譲り渡したということで

す。 

○委員 番号２１番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号２１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す。図面は２

５ページに示しております。 

  譲受人と譲渡人は親戚で、譲渡人は市外在住者です。現に譲受人が、本件を良好に耕作して

おり、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 春日地域員会からの確認報告が終わりました。 

  番号１６番、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１６番、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１６番、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。   
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  番号１９番について、質問、意見等はございませんか。 

  ○○委員。 

○委員 議席番号○番の○○です。 

  ちょっと聞きもらしていたのかも分かんないですけど、もう一回聞きたいんですけど、○番

○の、２３ページのＩでしたっけ。Ｉのこの細長いところは法面なんですか。 

○委員 法面ではなしに、水路と田んぼと間にあって、土手一本分で、高さは同じ高さ、同じと

いうか土手の高さになっております。土手の状態です。 

○委員 結構です。ありがとうございました。 

○議長 ほかに質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号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、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２２番～番号２７番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  山南地域委員会からの確認報告ですが、まず番号２２番、番号２３番について、説明をお願

いいたします。 

○委員 それでは、番号２２番を、議席番号○番の○○が説明をいたします。 

  番号２２番は、農地を売買により取得し、経営規模を拡大したいというもので、図面は２６

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 続いて、番号２３番を、議席番号○番の○○が説明させていただきます。 

  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２７
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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

しています。 

  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をいたします。 

  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。 

  次に、番号２４番ですが、農業委員会等に関する法律第３１条に該当する方がいらっしゃい

ますので、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２４番について、山南地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号２４番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号２４番は、議案書に書いていますように別段面積設定農地でございます。農地を売買に

より取得し、新規就農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。 

  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をいたします。 

  復席をお願いいたします。 
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（該当委員復席） 

 

○議長 続いて、番号２５番から番号２７番につきまして、山南地域委員会から確認報告をお願

いいたします。 

○委員 番号２５番から番号２７番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  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２６番ですが、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２７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。 

  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をいたします。 

  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。   

  番号２７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２７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２７番は、許可すべきものと決定いたします。   
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  続いて、市島地域の案件、事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第１号、番号２８番、報告第３号、番号５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２８番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号２８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。 

  また、８９ページの番号５番に、２アール未満の届出が一緒に提出されておりますが、譲受

人から経過書が添付されております。 

○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２８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２８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２８番は、許可すべきものと決定いたします。 

  なお、関連の８９ページの番号５番について、御承知おきください。 

   

～ 議案第２号 番号１番、番号２番 ～ 

～ 議案第２号 一時転用 番号１番～番号４番 ～ 

～ 報告第３号 番号４番 ～ 

 

○議長 続いて、議案第２号、農地法第４条の規定による農地等の転用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、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。 

  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○○が説明いたします。 

  番号１番は、農地を露天資材置場として利用するための申請です。図面は３８ページにあり

ます。 

  申請地の農地区分は、○○（公共施設）から５００メートル以内に存在するため、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。 

  また転用面積は必要最小限のものであり、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おります。 

  申請人は造園業を営んでおり、以前より余りの資材を農地に置くなどしていた土地があり、
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地域委員会として指導し、撤去していただきました。 

  今回の申請については、始末書がついておりますので、概要を朗読いたします。 

  私は造園業を営んでおりますが、本申請地であります農地は、１４年前に隣接土地を譲り受

けた以前から、住宅付近に農業用作業の道具を置いたり、造園資材を置いたり、簡易物置、造

園用低樹木の仮置き場など、無意識のうちに使用していました。このことは、利己的であり、

農地にかかる諸規定をあまり遵守することなく、所定の手続をせずに安易に転用したもので、

無断転用の事実は全く弁解の余地はありません。今後このようなことがないように、反省して

おります。関係法令を遵守いたします。つきましては、今般の農地法第４条の規定による申請

について、何分の御配慮をされまして、許可されたくお願いいたします。 

  という始末書の添付であります。 

  また８９ページ番号４番の該当転用届につきましては、４条の申請の資材置場から進入をし

て、隣接する農地に農業用倉庫を建設したいということです。 

  こちらについても、隣接所有者、地元等の同意も得られており、問題がないことを確認して

おります。 

  図面の南側は水田として活用、北側は、隣接民家があるため、畑として利用したいというこ

とです。 

  地域委員会としては、いずれも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 春日地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号１番について、質問、意見等はございませんか。   

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

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

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

定いたします。 

  なお、関連の８９ページの番号４番について、御承知おきください。 

  続いて、番号２番について、事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第２号、番号２番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  山南地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号２番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号２番は、一般住宅を増築するための申請です。図面は３９、４０ページに示しておりま

す。 

  申請地の農地区分は、○○（鉄道の駅）から３００メートル以内に存在するため、第３種農

地と判断されると考えます。 

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

  また、転用面積は、事業計画に対して妥当なものであり、農地法第４条第６項の各号には該

当せず、いずれも申請内容に問題がないことを確認しています。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 
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○議長 山南地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  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。 

  続いて、農地法第４条の規定による農地等の一時転用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、一時転用、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、水持ちが悪いため、基盤土を入れ替えるための土地改良を目的とした一時転用

の申請でございます。図面は４２ページに示しているところです。 

  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、農地に復元することが確実であり、資金力にも問題がなく、農地法第４条第６項の各

号に該当せず、いずれも申請内容に問題がないことを確認しています。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。   

○議長 氷上地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号１番について、質問、意見等はございませんか。   

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

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

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

定いたします。 

  次に、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、一時転用、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。 

  春日地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号２番につきまして、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号２番につきましては、２メートルのかさ上げということでございます。これは、図面を

見ていただいたとおり、申請地の横に○○川が流れておりまして、特にここの農地について、

水害を防ぐために盛り土を行うと。終了後、すぐに畑をするというとことでございます。あと

野菜等が作りたいということでございます。 

  これにつきましては、特に残土ですね。工事用の残土を３年間で搬入する計画です。 

  隣接所有者、自治会長、農会長、水利代表の同意を得ております。 
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  そして、近くに○○川の堤防がございますので、ここにつきましても河川管理者と協議して

おりまして、河川法の手続きをされております。土砂を搬入するための許可申請も出されてお

ります。 

  また、農地の復元されることも確実でございまして、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ないことを確認しております。 

  同様に、番号３番につきましても、同じくかさ上げする申請です。 

  番号２番、番号３番は、続きの圃場でして、かさ上げ後は１枚ものという格好になりますが、

○○町にお住いの所有者が後々は管理していく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。 

  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。 

  市島地域の案件について、事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第２号、一時転用、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確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号４番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号４番は、○○町の事例と同様で、残土を利用して、かさ上げによる農地改良をし、水は

けのいい畑作に適した土地を作るということを目的とした、一時転用の申請です。図面は４４

ページに示しております。 

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

  また、農地に復元されることも確実であり、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おります。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。   

○議長 市島地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号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。 
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  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。 

ここで一旦休憩を挟みます。 

   

（休 憩） 

（再 開） 

 

○議長 会議を再開いたします。 

 

～ 議案第３号 所有権移転 番号１番～番号１６番 〜 

～ 報告第１号 番号１番 〜 

～ 議案第３号 使用貸借権設定 番号１番、番号２番 ～ 

 

○議長 議案第３号、農地法第５条の規定による許可申請承認についてを議題といたします。 

  事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第３号、番号１番朗読。 

○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、一般住宅を建設するため転用しようとする申請です。図面は、４９、５０ペー

ジに示しています。 

  街区の面積７，２９３平米、宅地の面積６，２０７平米で、宅地の割合が８３．７パーセン

トとなりますので、４０パーセントを超えているので、第３種農地と考えます。 

  ここで、４９ページを見ていただいたら、申請地の横、建売分譲地と書いてある部分がまだ

工事中で、宅地としては完成しておりませんが、事務局が県に確認したところ、工事が始まっ

ていれば、宅地の面積に算入しても構わないという確認が取れましたので、今回は第３種農地

としました。 

  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お

ります。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

  備考欄にあります計画変更の理由書について、朗読をいたします。 

  私は、下記の土地について、平成４年１０月２０日に、共同住宅、貸店舗、駐車場を転用目

的とした農地法第５条の許可を得て、所有権移転登記手続を終えましたが、その後共同出資者

が破産し、まもなく急逝したことによる資金不足により、転用事業を実行できず、現在まで放

置しておりました。当初の計画を遂行できなかったことについて、誠に申し訳なく反省してお

ります。 

  今般、下記土地を、一般個人住宅の用地として譲渡したく、改めての農地法第５条申請に及
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ぶこととなりましたので、何とぞ十分な御配慮をくださいますよう、お願い申しあげます。 

  ということで、譲渡人のほうから理由書が出ております。 

○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、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２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の確認報告ですが、まず番号２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、退席をお願いいたします。 

 

（該当委員退席） 

 

○議長 まず番号２番について、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○○が説明します。 

  番号２番は、農地を売買により取得し、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。備考欄の事業費ですが、これは申請地の隣に○○がありまして、そこから残土を無償

で譲り受けるという予定でございます。 

  また、造成費は組合が所有する重機を使用する予定でございます。図面は、５１ページに示

しております。 

  申請地の農地区分は、特定土地改良事業の施工区域内の農地のため、第１種農地と判断され

ると考えますが、転用目的が集落に接続して、日常生活上必要な施設のため、第１種農地の許

可例外事由に該当すると考えます。 

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

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

も申請内容に問題がないことを確認しております。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○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、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。 
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  復席をお願いいたします。 

 

（該当委員復席） 

 

○議長 番号３番、番号４番、番号５番について、氷上地域委員会から確認報告をお願いいたし

ます。 

○委員 番号３番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号３番は、親子間の転用目的による売買による申請です。利用目的は、露天駐車場です。 

  図面は５２ページを御覧ください。農地区分は、街区に占める宅地の割合が６１．７パーセ

ントで、４０パーセントを超えておりますので、第３種農地と判断しております。 

  隣地所有者、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。 

  ５２ページの、ちょうど申請地の東側より右側を御覧いただければ、申請譲渡人と譲受人の

名前が記載されております。ちょうどアルファベットのＹのような形の隙間部分に、ふだんは

お車等を停めておられたようです。改めて、譲受人がお父様の土地を、５条でいただいて、そ

の斜線部分で露天駐車場を設置される申請です。 

  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４番を、議席番号○番の○○が説明をいたします。 

  番号４番は、売買により空き家とともに買われた農地を、露天駐車場として利用するための

申請です。図面は、１４、１５ページに示しております。 

  申請地の農地区分は、○○（鉄道の駅）から５００メートル以内に位置しているため、第２

種農地と判断されると考えます。 

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

  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。 

  また将来的に、古民家カフェをオープンしたいという夢もあり、この農地を必要とし、申請

に至りました。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

  同じく番号５番を、議席番号○番の○○が説明をいたします。   

  番号５番は、売買により農地を取得し、一般住宅を建設するための申請です。図面は５３ペ

ージに示しております。 

  申請地の農地区分は、農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地のため、

第２種農地と判断されると考えます。 

  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。 
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  ○○委員。 

○委員 地域委員会で十分審議をされているので特に異論はないんですが、個人向けの駐車場と

して台数が何か多いんですが、その辺はいかがなものか。 

○委員 この５２ページ御覧ください。事業をやっておられまして、申請地の自動車側、東側、

右側のこの部分が、あの資材を見たら、多分建設業なので、いわゆる駐車場自体は、点々々の

四角形のところ、この中に車をたくさん停めておられました。私が１人で現地確認するときも

そんな感じだったんで、いわゆる家族も事業用でも停めておられたんで、息子さんというか譲

受人ですね。が改めてそこをお父様から取得して、という形になっております。 

○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。 

  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。 

  番号５番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

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

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

定いたします。 

  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６番～番号９番、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。 

  春日地域委員会からの確認報告をお願いするんですが、番号７番、番号８番、番号９番につ

きましては、併議とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

  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６番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号６番は、農地を売買により取得し、露天駐車場として利用するための申請です。図面は、

５４、５５ページに示しております。 

  申請地の農地区分は、○○（鉄道の駅）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ます。 
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  隣接所有者、地元等の同意も得られ、周辺農地の営農への支障はないものと思われます。 

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

請内容に問題がないことを確認しております。  

  譲受人は、近隣で中古車販売、自動車整備工場を手広く経営しております。 

  申請地は、譲受人が既に露天駐車場として所有する農地に隣接しており、今回さらに拡張す

るためのものです。 

  現在も在庫がぱんぱんの状態にあり、さらに事業の拡大のため、申請地を近く露天駐車場を

拡張して、利用したいというものです。利用計画図及び資金証明など、添付されております。 

  一部農道となっている部分があり、集落関係者と今後も農道として利用する旨の確認合意が

されております。 

  市道からの乗り入れについては、現在使用している駐車場から進入することになっておりま

す。 

  なお、雨水排水につきましては、隣接の排水路に排出されます。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員 引き続き、番号７番、番号８番、番号９番、これにつきまして、議席番号○番の○○が

説明いたします。 

  ここにつきましては、売買により太陽光発電設備を設置するという申請でございます。図面

につきましては、５６ページ、５７ページに示しております。 

  申請地の農地区分は、これも住宅に連たんする地域に隣接し、農地の集団規模が１０ヘクタ

ール未満でございまして、第２種農地というふうに判断されると考えております。 

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

ます。 

  全部で３，１４５平米ございます。図面を見ていただきますように、右側ですね。東側は○

○に接しております。○○につきましては、○○と協議を行って、こちらのほうにもフェンス

を設置するという協議のほうを行っております。 

  また、右側につきましては、○○川がございます。これらの河川関係の協議を行っておりま

す。 

  ３，０００平米以上でありますので、市の開発指導要綱ということに該当いたしますので、

その協議も十分行っております。 

  ここにつきましては、南側に市道があります。ここから幅員４メートルの工事用道路を設置

するために一時利用届を提出されています。 

  雨水の排水については、申請地内に水路を新たに設置し、既設の水路に接続し、○○川へ流

す計画です。 

  この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 春日地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号７番、番号８番、番号９番につきましては、大規模案件でございますので、隣接地の市

島地域会の○○委員長より、確認報告をお願いします。 

○委員 議席番号○番の○○が報告します。 
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  ４月１８日、正・副会長、春日地域委員長、事務局と現地確認いたしました。５６ページの

図面どおり、周囲は河川そして既設の太陽光発電設備、線路に取り囲まれて、民家も近くにな

く、周辺農地の営農への支障もないと思われます。立地条件、環境面とも問題ないと考えます。 

○議長 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。 

  次に、番号７番、番号８番、番号９番、及び８２ページ番号１番につきまして、質問、意見

等はございませんか。 

  ○○委員。 

○委員 ちょっと教えてほしいんですけどね、この一時利用の○番まで行くには、右を通るんじ

ゃなしに左側から行くんですね。 

○委員 そうです。左側の市道がありますよね。そこから出られます。 

○委員 どれぐらいの幅。 

○委員 ここはもう４メートル以上あります。十分市道広いです。ここの踏切が、御存じのとお

り、昔、人身事故があったとこでございます。ここはもう通れないので左のほうから資材を運

んでいくということでございます。 

○議長 ほかに質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号７番、番号８番、番号９番について、許可相当と意見を付して、進達することとしてよ

ろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号７番、番号８番、番号９番は、許可相当と意見を付して、

進達すべきものと決定いたします。 

  なお、８２ページの番号１番、一時利用の届出について、御承知おきください。 

  続いて、市島地域の案件について、事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第３号、番号１０番～番号１６番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  番号１０番から番号１６番までを併議とさせていただきたいと思います。 

  市島地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号１０番から番号１６番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号１０番から番号１６番は、農地を売買により、太陽光発電設備として利用するための申

請です。 

  申請地の農地区分は、第１種、第２種、第３種農地いずれの要件にも該当しない農地であり、

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のため、第２種農地と考えます。 
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  図面は５８ページ、５９ページにありますが、右側の線のところはですね、鉄道がありまし

て、農地としてはちょっとどん詰まりな状況にありまして、ぜひここに太陽光発電設備を作っ

ていきたいと。 

  で、進入路に関しては、 実はもう以前に、ここ見ていただいたら分かるんですけど、太陽

光発電設備ができていまして、この真ん中のところ進入路を、以前工事で使われたと同様に、

使っていけるということです。 

  また各土地の所有者も違いまして、なかなか利用しにくい農地であるということが実態にあ

ります。 

  隣接所有者、地元等も同意が得られていまして、周辺農地の営農への支障はないものと思わ

れます。 

  また、転用面積は適切なものであり、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 番号１０番から番号１６番につきましても、大規模案件でありますので、隣の春日地域

委員長から確認報告をお願いします。 

○委員 ４月１８日に、会長、副会長、市島地域委員長、それから事務局が市島町○○の現場を

確認いたしました。筆が多いんですが、各筆とも近年耕作されておらないような状況でありま

した。広範囲に荒廃が続いていたという状況でした。 

  すぐ横には鉄道が走り、近くには太陽光発電設備が、図面にも載っておりますとおり、数ヵ

所設置されておりました。 

  周辺農地の営農への支障はないものと考えます。今回の申請は、問題ないものと判断いたし

ました。 

  近隣農家の了解も得ておられるようでした。 

○議長 確認報告が終わりました。 

  番号１０番から番号１６番について、質問、意見等はございませんか。 

  ○○委員。 

○委員 議席番号○番の○○です。ちょっと５８ページの図面で、Ｇ、Ｊ、Ｉで囲まれた細いＬ

字型の白いところが、下の配置図の中にはそうしたものは載っておらないんですけども、この

土地はどういう土地になるんですかね。 

○委員 これは何か里道みたいなやつが走っています。ここのちっちゃい土地に耕作しておられ

たんで、それを入るための土地ですね。このＬの型のところが、前は入れなかったんで、そこ

へ工事を。 

○委員 ＫとＩは。 

○委員 Ｋの方はもう真ん中のところを通って行けるんですけど、Ｌの方がですね、ちょっとこ

れを図面見たらわかるんですけど、自分の土地まで進入できないんで、それを利用するための

ちょっとした道というか、そういったものです。進入路。 

○委員 里道とかそういうものじゃなしに。 

○委員 農地として利用するための。 

○委員 農地として、その奥の農地に入るために使っておるというふうに理解したらいいんです

か。 
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○委員 利用される。 

○委員 分かりました。 

○議長 事務局、詳しい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。 

  先ほど御質問のあったＪの南側、白い部分でございます。雑種地でございます。所有者は個

人のものでございます。 

○議長 よろしいですか。 

  ほかに質問、意見等はございませんか。 

（「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、番号１１番、番号１２番、番号１３番、番号１４番、番号１５番、番号１６番

について、許可相当と意見を付して、進達することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１０番、番号１１番、番号１２番、番号１３番、番号１

４番、番号１５番、番号１６番について、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。 

  続いて、議案第３号、農地法第５条の規定による農地等の使用貸借権設定許可申請承認につ

いてを議題といたします。 

事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第３号、使用貸借権設定、番号１番朗読。 

○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、露天資材置場を建設するため転用しようとする申請です。図面は６１ページに

示しているとおりです。 

  中山間地域に存在する農業公共投資の対象となっていない、小集団の生産性の低い農地であ

るため、第２種農地と考えます。 

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

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

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長 柏原地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号１番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

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

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

定いたします。 

  番号２番について、事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第３号、使用貸借権設定、番号２番朗読。 
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○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○○が説明します。 

  番号２番は、借人が一般住宅を新築するため、夫婦間での使用貸借権を設定し、転用する申

請です。図面は６２、６３ページに示しています。 

  申請地は、街区の面積に占める宅地の面積の割合が５４．６パーセントと４０パーセントを

超えているため、第３種農地であると考えます。 

  隣接には申請者の自宅等もあり、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います。また、転用面積は必要最小限のものであり、農地法第

５条第２項の各号に該当せず、いずれも申請内容に問題ないことを確認しています。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○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、許可相当と意見を付して、進達することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

定いたします。 

  続いて、農地法第５条の規定による農地等の賃貸借権設定・一時転用許可申請承認について

を議題といたします。 

  事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第３号、賃貸借権設定・一時転用、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、貸人が代表を務める法人に、賃貸借権を設定し、露天資材置場として一時転用

しようとする申請です。図面は６５ページに掲げております。 

  申請地は、農振農用地域であります。 

  代替地を検討されましたが、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。ま

た賃貸借契約書も添付されております。 

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

請内容に問題ないことを確認しています。 

  申請人は、丹波土木事務所発注の急傾斜地崩壊対策工事を請け負っています。この工事に際

して、付近に土を置く場所がないので、工事期間中に申請地を露天資材置場として利用するた

めに、申請に及んだもの。なお工事後は、農地に復元いたします。 

  あとは余談ですけども、大変私お恥ずかしいんですけども、農振農用地なのに、こういう利

用目的で大丈夫なのかということを事前に事務局に確認したら、問題なしだということだった
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ので、勉強になりましたというか、確認は取っております。 

○議長 氷上地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  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。 

   

～ 議案第４号 番号１番～番号１４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～番号４番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  氷上地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号１番を、議席番号○番の○○が説明をいたします。 

  番号１番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は６９ページに示しております。 

  ４月１２日に現地を確認したところ、露天駐車場、露天資材置場になっており、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４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おります。 

  なお、土地の大字が○○となっておりますが、願出地はいわゆる飛び地となっておりますの

で、○○自治会が一番詳しいということで、○○自治会長が証明をされております。 

  次、番号２番を、議席番号○番の○○が同じく説明をいたします。 

  番号２番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は１１ページに示しています。 

  ４月１２日に現地を確認したところ、農業用倉庫になっており、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、昭和５５年頃からで、地元自治会と隣接者の証明もあり、平

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

としては、証明することに問題ないと考えております。 

○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。 

  現地は雑種地となっており、農地への復旧は困難であり、周囲の状況から見て、非農地と判

断しても特段に影響がないと見込まれます。 

  また農地でなくなった時期は、平成１４年頃からで、地元の自治会長、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はないと考えています。 
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  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○委員 番号４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１４ページに示しております。 

  ４月１２日に確認したところ、現地は山林となっており、農地への復旧は困難であり、周囲

の状況から見て、非農地と判断しても特段に影響がないものと見込まれます。 

  また農地でなくなった時期は、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１番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  番号２番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号２番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  番号３番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号３番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  番号４番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号４番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  次に青垣地域の案件について、事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第４号、番号５番、番号６番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  青垣地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号５番を、議席番号○番の○○が説明をいたします。 

  番号５番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は７１ページに示しております。 
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  ４月１２日に、地域委員会におきまして確認いたしました。現地は原野となっており、農地

への復旧は困難であり、周囲の状況から見て、非農地と判断して特段影響がないものと見込ま

れます。 

  また農地でなくなった時期は、昭和５５年頃からで、地元自治会長と隣接者の証明もあり、

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

会といたしましては、証明することに問題はないと考えております。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

  続いて、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、地目変更のための非農地証明願です。図面は７２ページに示しております。 

  ４月１２日に地域委員会におきまして、確認をいたしました。現地は倉庫となっており、農

地への復旧は困難であり、周囲の現状から見て、非農地と判断して特段影響がないと見込まれ

ます。 

  また農地でなくなった時期は、昭和６０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

といたしましては、証明することに問題はないと判断をいたしました。 

御審議のほど、よろしくお願いをいたします。 

○議長 青垣地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号５番について、質問、意見等はございませんか。 

（「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、春日地域の案件について、事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第４号、番号７番～番号１１番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  春日地域委員会からの確認報告なんですが、番号７番から番号１０番まで、確認報告をお願

いいたします。 

○委員 番号７番につきまして、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号７番につきましては、地目変更のための非農地証明願でございます。図面は１９ページ

に示しております。 

  ４月１３日に現地を確認したところ、現地は山林となっております。農地への復旧は困難で

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３０年頃からで、地元自治会と隣接者の証明もございま
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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。 

  次に、番号８番につきましても、○○が説明いたします。 

  番号８番につきましては、地目変更のための非農地証明願でございます。図面も同じく１９

ページに示しています。 

  ４月１３日の地域委員会で確認したところ、現地はこれも山林となっております。農地への

復旧は困難であり、周囲の状況から見て、非農地と判断して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３０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。 

  番号９番につきましても、議席番号○番の○○が説明いたします。 

  番号９番も、同じく地目変更のための非農地証明でございます。図面は７３ページに示して

おります。同じく４月１３日の地域委員会で確認したところ、現地は露天駐車場になっていま

す。 

  これにつきましても、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、昭和５８年頃からで、地元自治会長と隣接者の証明もござい

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。 

  番号１０番についても議席番号○番の○○が説明をします。 

  番号１０番も、地目変更のための非農地証明です。図面につきましては、７４ページ、７５

ページに示しております。 

  これも同じく４月１３日、地域委員会で確認したところ、現地は山林、物置、住宅となって

おります。農地への復旧は困難であり、周辺の状況から見ても、非農地と判断しても特段影響

がないと見込まれます。 

  また農地でなくなった時期につきましては、○番ですね。これにつきましては、昭和３６年

頃、○番○は、昭和１８年頃になっています。それから、○番、○番○は、昭和５２年頃から

です。 

  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。 

  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。 
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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７番は、証明書を交付すべきものと決定いたします。 

  番号８番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号８番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号８番は、証明書を交付すべきものと決定いたします。 

  番号９番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号９番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

  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。 

  番号１１番については、農業委員会等に関する法律第３１条に該当する方がいらっしゃいま

すので、退席をお願いします。 

 

（該当委員退席） 

 

○議長 それでは番号１１番について、春日地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号１１番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号１１番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は７６ページに示しています。 

  ４月１３日に現地を確認しました。現地は完全に山林となっており、農地への復旧は困難で

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

  また農地でなくなった時期は、昭和６０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、非農地証明判断についての３の（２）のウに該当するため、地域

委員会としては、証明することに問題はないと考えています。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長 春日地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号１１番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１１番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○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。 

  復席をお願いいたします。  

 

（該当委員復席） 

 

○議長 続いて、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４号、番号１２番、番号１３番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  山南地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号１２番を、議席番号○番の○○が説明いたします。 

番号１２番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は７７ページに示しております。 

  ４月１１日に確認したところ、現地は共同畜舎となっており、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５６年頃からで、地元自治会長と隣接者の証明もあり、

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

会としては、証明することに問題が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。 

○委員 番号１３番を、議席番号○番の○○が説明させていただきます。 

  番号１３番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は７８ページに示しています。 

  ４月１１日に確認したところ、現地は原野となっており、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別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 山南地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号１２番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１２番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１２番は、証明書を交付すべきものと決定いたします。  

  番号１３番について、質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１３番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１３番は、証明書を交付すべきものと決定いたします。 

  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４号、番号１４番朗読。 
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○議長 事務局の説明が終わりました。 

  市島地域委員会から確認報告をお願いいたします。 

○委員 番号１４番を、議席番号○番の○○が説明します。 

  番号１４番は、地目変更のための非農地証明願です。図面は７９ページに示しています。 

  ４月１１日に現地に確認したところ、現地は露天駐車場と庭になっており、農地への復旧は

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

  また農地でなくなった時期は、平成４年頃からで、地元自治会長と隣接者の証明もあり、平

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

としては、証明することに問題ないと考えています。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 市島地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  番号１４番について、質問、意見等はございませんか。 

  ○○委員。 

○委員 すいません。この利用状況が、露天駐車場と庭と示されているんですけども、露天駐車

場への出入りは、上の広い道からになるんですか。 

○委員 この道のとこの、どう説明したらええかな。道から宅地に入る出入口がありますね。そ

こから出入りします。 

○議長 宅地を通って。 

○委員 分かりました。 

○議長 ほかに質問、意見等はございませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 意見等がないようですので、採決をとります。 

  番号１４番について、証明書を交付することとしてよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議がございませんので、番号１４番は、証明書を交付すべきものと決定いたします。 

  

～ 議案第５号 ～ 

 

○議長 続いて、議案第５号、農用地利用集積計画の決定について、別冊を御用意いただいて、

進めていきます。 

  事務局説明をお願いします。 

○事務局 議案第５号朗読。 

○議長 それでは、各地域委員会から確認報告をお願いしたいと思います。 

  まず柏原地域委員会からお願いします。 

○委員 ４月１３日の地域委員会において、番号１番と番号２番について確認しました。 

  その中で、番号２番については、昨年度まで利用権が設定され、耕作されるはずの農地でし

たが遊休農地となり、セイタカアワダチソウ等が生え、氷上地域の農地利用最適化推進委員さ

んにもお世話になりながら、遊休農地解消に向けて、利用権設定解除の申入れをしておりまし

た。このたび利用権の解除ができ、柏原地域の農業委員等から地域の優良な耕作者を探してお

りましたが、事務局からの紹介で、○○市からネギ栽培をされている耕作者に利用権設定する
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ことになりました。 

  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 氷上地域委員会から確認報告をお願いします。 

○委員 番号３番から番号１７番まで、４月１２日の氷上地域委員会で確認をいたしましたが、

全ての農地について効率的に耕作し、農作業に常時従事する等、農業経営基盤強化促進法第１

８条第３項の各要件を満たしていると考えられますので、特に意見はありません。 

  なお、番号３番は、農の学校の卒業生です。 

  また番号４番は、同じ集落の方の貸借で、果樹の栽培をされるということで、問題はないと

判断しています。 

  また番号１２番から番号１５番は、実家が地元であり、問題がないと考えております。 

○議長 続いて、青垣地域委員会から確認報告をお願いします。 

○委員 ４月１２日に、青垣地域委員会で番号１８番から番号３４番まで確認いたしましたが、

全ての農地について効率的に耕作し、農作業に常時従事する等、農業経営基盤強化促進法第１

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

せん。 

○議長 続いて、春日地域委員会から確認報告をお願いします。 

○委員 ４月１３日に地域委員会において、番号３５番から番号４５番までを確認しました。全

ての農地について効率的に耕作し、農作業に常時従事するなど、農業経営基盤強化促進法第１

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

ん。 

○議長 山南地域委員会から確認報告をお願いします。 

○委員 ４月１１日に、番号４６番から番号６６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します。 

○委員 ４月１１日、番号６７番から番号７８番まで確認しましたが、全ての農地について効率

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

たしていると考えられますので、決定することに特に意見はありません。 

  補足といたしまして、番号６９番でございますけれども、これは○○町の○○さんから独立

をされた○○さんでございます。 

  それから番号７２番でございますけれども、○○という社会福祉法人になります。 

  番号７３番につきましては、農の学校の卒業生ということでございます。 

  番号７５番につきましては、○○が撤退した後、○○さんが引継ぎをされております。 

  それから番号７６番でございますけれども、○○町で山椒を栽培されている方でございます

が、このたび縁がありまして、市島町で栽培されるということで、４月１１日に地域委員会に

おいて、専務にヒアリングをいたしました。特に問題はないということで、決定をいたしまし

た。拠点につきましては、近所に空き家がありますので、そこを借用されるということでござ

います。 
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○議長 各地域委員会からの確認報告が終わりました。 

  全体を通じて、質問、意見等はございませんか。 

  ○○委員。 

○委員 番号５０番、御審議いただいた番号５０番、番号４８番から番号６２番まで○○という

ことで、ちらっと出てるわけですけど、番号５０番だけ１年契約。これは間違いなのか、何か

理由があってこうなっとんのか、そういうことが何かあるのかなと思って。ちょっと教えてく

ださい。 

○議長 お願いします。 

○委員 別に深い意味はないと思うんですけど、１年契約でしとんのは、これたまたまこの地域

の水利組合長が骨を折っていただきまして、○○とも話ししていただいて、その組合員の遊休

農地となってる田んぼをまとめてくれて、このような結果になってます。１年、１０年いうの

は、その人によって１年だけいうような人もあったんじゃないかと思っております。これが中

間管理機構が関わっとったほとんどの田んぼで、中間管理機構は皆さん御存じやと思うんです

けど、担当者が銭勘定ばっかりしておりまして、私どもひどい目にあった。それで、たまたま

水利組合の組合長がそこと話合いしてくれて、それでその地域もまとめていただきまして、こ

のような結果になっております。 

○議長 これについては大丈夫ですかね。よろしいですか。今こういうふうになった。利用権に

ついては。 

  ほかに全体通じて、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。 

  丹波市内の各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、議案第５号、丹波市内の各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２号 番号１番～番号５番 ～ 

 

○議長 それでは報告事項に入ります。報告第２号、農地の形状変更届についてお願いします。 

○事務局 報告第２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。 

  氷上地域委員会から補足説明することはございませんか。始末書が添付されたりしておりま

すので。 

○委員 番号５番の始末書添付でございます。始末書について読ませていただきます。 

  このたび、耕作上の利便を図るため、地権者の同意を得て、農地の形状変更についての届出

書を提出せずに、形状変更畦畔除去工事を施工してしまいました。今後はこのようなことがな

いように、農地法等関係法令を遵守し、十分に注意いたしますので、格別のご配慮をいただき

ますようお願い申しあげます。 

  ということで、営農組合代表理事組合長から始末書が出ております。 
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○議長 全体を通じて、報告第２号全体を通じて、質問等はございませんか。 

  ○○委員。 

○委員 ちょっと教えてほしいんですけども、番号４番なんですけどね、畦畔除去って、畦畔は

こんな細い、田んぼとか畑、８６ページの地図で見ながら。 

○委員 現地確認したんですけど、とれてないようです。 

○委員 まあ田んぼやったらええんですけど。 

○議長 ほかに質問はございませんか。  

（「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、農地の形状変更届について、御承知おきくだ

さい。 

   

～ 報告第４号 ～ 

 

○議長 続いて９０ページ。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３番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  ３件の公共工事の届が出ております。補足説明することがございませんか。 

○委員 ○○の案件です。議席番号○番の○○が説明いたします。 

  ９３ページの施工業者を御覧ください。この９３ページの施工業者が、６４ページ議案書の

関連になっています。なんで９４ページの地図を見てもらえたら、これずっと山を下っていっ

たところに、６５ページの申請地、５条の申請地があるという、つながっております。 

○議長 質問等はございませんか。 

  ○○委員。 

○委員 

  ○○町の公共工事の。これ農地なので、届出が出とるというふうに思いますけど、所有者が

丹波市長。１つだけは個人のお名前の分があるんですけど、この公共工事、何で丹波市なんか

なというとこと、それと工事としてこの○○線っていうのは、図面で見たら、何か川の向こう

とこっちで、違う道のようにあるんやけど、それが１つの工事なのかどうかっていうとこと、

ちょっと教えてください。 

○委員 そのとおりでありますが、まずはですね、これ、○○線といったら、川の南です。南側

ね。そして、○番○ここからですね、橋がかかるんです。これちょうど、この赤レンガの旧発

電所がここにあります。そのちょっと上です。この○番○とのどん突き当たりが、○○です。

橋がかかる両端をもう買収をしています。だから丹波市長で、１件だけちょっとありますけれ

ども。買収予定です。 

○委員 分かりました。 

○議長 ほかに質問はございませんか。 

○委員 ちょっとこの僕が言うのもどうかもしれんけど、公共工事の番号１番ですね、工期なん

ですけどね、令和４年１月２６日になってますやろ。もう過ぎとるから、これ、この頃ちょっ

とこういうことがちょくちょく散見されますので、気を抜いていたら、だらだらだらだらしよ

るから、これちょっと丹波市のほうへ言うといてください。 
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○議長 御指摘のとおりだと思いますので、また事務局を通じて、申入れをすると。 

  ほかに質問ございませんか。 

（「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 続いて、電気事業者による届出について、事務局説明をお願いします。 

○事務局 報告第５号、番号１番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

柏原地域委員会。 

○委員 報告事項については数年前に完成はしておるんです。それで報告は今みたいな感じです

けど、鉄塔下に草が生えてきているので、地権者のほうが要請したということでございます。 

○議長 ほか、質問等ございませんか。 

（「質問なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 質問等がないようですので、報告第５号、電気事業者による届出について、御承知おき

ください。 

 

～ 報告第６号 ～ 

 

○議長 報告第６号、認定電気通信事業者による届出について、事務局説明をお願いします。 

○事務局 報告第６号、番号１番～番号１１番朗読。 

○議長 事務局の説明が終わりました。 

  内容につきまして、質問等はございませんか。 

（「質問なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 質問等がないようですので、報告第６号、認定電気通信事業者による届出について、御

承知おきください。 

   

～ 報告第７号 ～ 

 

○議長 続いて、報告第７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７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。内容につきまして、質問等はございませんか。 

（「質問なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 質問等がないようですので、報告第７号、農業経営改善計画の認定について、御承知お

きください。 

  本日の予定しておりました議事は、以上となります。ほかに何かございませんか。 

  事務局から。 

○事務局 （事務連絡） 
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○議長 それではこれをもちまして、総会を閉じたいと思います。 

  これから繁忙期になり、それぞれお忙しいと思いますが、また今後とも農業委員会活動に御

協力いただきますようよろしくお願いしまして、本日の会を閉じさせていただきます。 

  御苦労さまでした。 
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会議の顛末に相違ないことを認め、署名いたします。 

 

   令和４年４月２５日 

 

            議           長               ○印  

 

 

            議事録署名委員（２番委員）               ○印  

 

 

            議事録署名委員（３番委員）               ○印  


