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 宝塚市農業委員会 

 第２４期 宝塚市農業委員会 令和３年第４回議事録 

 

１．日  時  令和３年（2021年）４月２０日（火）13時 58分～15時 00分 

 

２．場  所  宝塚市役所 ３-３会議室 

 

３．委員定数  １３人 

 

４．出席委員  １３人 

１番 

２番 

３番 

４番 

５番 

６番 

７番 

平塚 三郎 

今里 淺一 

阪上 勝弥 

山添 令子 

中西 瞳 

阪上 秀一 

塚本 俊昭 

８番 

 ９番 

１０番 

１１番  

１２番 

１３番 

中西 惠子 

平井 公雄 

林 五郎 

上田 健 

嶽 広行 

篠木 秀夫 

 

５．欠席委員   

    なし 

       

６．農地利用最適化推進委員定数 ５人 

   

７．出席農地利用最適化推進委員 ５人  

阪上 榮造 

辻井 利全 

東 勉 

  福井 仁 

和田 秀彰 

 

８．欠席農地利用最適化推進委員  

         なし 

９．事 務 局   

事務局長 藤田 裕之、係長 木村 晴彦、事務職員 鈴木 恒、岡田優花里 

 

１０．議  題 

 

１ 議案第２１号  農地法第３条第１項の規定による許可申請の件 

 

２ 議案第２２号  農地法第４条第１項の規定による許可申請の件 

 

３ 議案第２３号  農地法第５条第１項の規定による許可申請の件 
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４ 議案第２４号  農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用集積 

計画決定の件 

 

５ 議案第２５号  特定農地貸付（市民農園開設）承認申請の件 

 

６ 報告第２８号  農地法第５条第１項第７号の規定による届出の件 

 

７ 報告第２９号  農地・農家台帳記載願の件 

 

８ 報告第３０号  盛土承認願の件 

 

９ 報告第３１号  相続税の納税猶予に関する引き続き農業経営を行っている旨の

証明の件 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 宝塚市農業委員会 

令和３年 第４回宝塚市農業委員会 総会 

                        日時：令和３年４月２０日 

開会 午後１時５８分 

 

○林会長 定刻より２分前でございますが、全員御参加に御出席でございますので、またそ

ろいましたので、ただいまから第２４期宝塚市農業委員会の令和３年の第４回の総会を開

催させていただきます。 

○林会長 それでは事務局長から諸般の御報告をお願いしたいと思います。 

 本日の議事録署名人は、７番 塚本委員、８番、中西惠子委員にお願いしたいと思います。 

 事務局から諸般の御報告をお願いしたいと思います。 

○事務局長 （諸般の報告） 

 それでは、今の関係につきまして、何か御意見、御質問等ございますか。 

 特にないようですので、それでは議事に入ってまいりたいと思います。 

 

 それでは、議案第２１号について、農地法第３条第１項の規定による許可申請の件を議題

といたします。 

○事務局 議案第２１号、農地法第３条第１項の規定による許可申請の件。別紙のとおり、

農地法第３条第１項の規定による許可申請がありましたので、御審議願います。令和３年４

月２０日宝塚市農業委員会会長林五郎。 

 ２件ございます。 

 １件目が、申請人、譲受人が、（住所）、（氏名）さん。譲渡人が、（住所）、（氏名）

さん、持分２分の１。（住所）、（氏名）さん、同じく、持分２分の１。所在が、波豆字大

北（地番）、外３筆。地目は田。地積は２，３０２㎡、４筆の合計です。譲受人さんの耕作

面積は、６，９８６㎡。家族人数は１人。調査書につきましては、３ページに記載の別紙の

とおりで、後ほど御説明いたします。権利の種類、所有権。その他としまして、申請地は、

波豆字大北（地番）、田、１，３８８㎡。波豆字大北（地番）、田、３３０㎡。波豆字大北

（地番）、田、７０㎡。波豆字大北（地番）、田、５１４㎡でございます。 

 位置図につきましては、７ページにございます。 

 続きまして３ページ、農地法第３条の調査書を読み上げさせていただきます。 

 審査の基準第２項第１号、譲受人の経営農地は全て耕作されており、保有している農機具

の能力などの状況等からみて、耕作の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用できるも

のと見込まれるために該当いたしません。 

 第２項第２号、譲受人は個人であるため、適用ありません。 

 第２項第３号は信託ではありませんので、適用ございません。 

 第２項第４号、譲受人は農作業を行う必要がある日数について農作業に従事すると見込

まれます。年間３００日でございます。 

 第２項第５号、下限面積は、譲受人が耕作の事業に供すべき対象農地は、当該地区の下限

面積３０ａを超えております。 

 第２項第６号、許可申請に係る農地は所有農地であり、転貸には当たりません。 

 第２項第７号、申請地は、野菜（ナス）の栽培として利用される予定です。本件の権利取

得により周辺の農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障は生じないものと考
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えられます。なお、４月７日事務局２名、農業委員会会長、農業委員３名、推進委員１名が

申請者の立会いのもと、申請地並びにその周辺農地の利用状況等を確認いたしました。 

 ４ページ、法人ではございませんので全て該当いたしません。 

 ２件目いかせていただきます。２ページに戻ってください。 

 譲受人、（住所）、（氏名）さん。譲渡人が、（住所）、（氏名）さん、持分２分の１。

（住所）、（氏名）さん、持分２分１。所在地は、波豆字湯谷掛（地番）、外５筆。地目は

田。地積は４１４５㎡、６筆の合計。譲受人の耕作面積はゼロ。家族人数は３名。調査書に

つきましては別紙のとおりでございます。権利は所有権。申請地は読み上げ省略させていた

だきます。 

 この方新規就農者であるため、波豆地区農会長同意書添付されております。 

 位置図につきましては８ページにございます。 

 調査書の中身を読み上げさせていただきます。５ページをお願いします。 

 第２項第１号、譲受人の経営農地は全て耕作されており、保有している農機具の能力、農

作業に従事する家族等の状況などからみて、耕作の事業に供すべき農地の全てを効率的に

利用できるものと見込まれます。 

 第２項第２号、譲受人は個人であるため、適用いたしません。 

 第２項第３号、信託ではございません。 

 第２項第４号、譲受人は農作業を行う必要がある日数について、農作業に従事すると見込

まれます。専業従事者３名で、それぞれ年間４０日の従事予定です。下限面積は、３０ａを

超えております。 

 第２項第６号、許可申請に係る農地は所有農地であり、転貸には当たりません。 

 第２項第７号、申請地は、水稲と野菜の栽培として利用される予定で、本件の権利取得に

より周辺の農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障は生じないものと考えら

れます。 

 同じく、４月７日農業委員会のほうで立ち合いに行かせていただいたところ、申請地並び

にその周辺農地の利用状況等確認をいたします。 

 同じく法人ではありませんので、６ページの第３号の第１号から３号には該当いたしま

せん。 

 読み上げさせていただいた位置図は７ページ、８ページにそれぞれございます。 

○林会長 地区担当農業委員さんの御意見をお伺いしたいと思います。 

 波豆地区、上田委員さん。 

○上田委員 先ほど御説明いただいた譲受人（氏名）さん、もう一人は（氏名）さん、この

（氏名）さんの土地は、大部分は営農されておりますが、一部管理地という形になっている

部分も若干ございます。その辺も引き続いてきちっと営農していただくということが必要

と思います。 

 それと、（氏名）さんにつきましては、新規就農者であるという点から見守りが必要と思

います。 

 それ以外については特に問題ないと思っております。 

○林会長 その他農業委員さん、推進委員さん、何か御意見、御質問等ございますか。 

 何も意見がないようでございますが、（氏名）の息子さんということで、退席お願いでき

ますか、採決に際しまして。 
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（（氏名）退席） 

 採決に移りたいと思います。 

 農業法第３条第１項の規定による許可申請の件について、許可することに賛成の農業委

員さんは挙手をお願いいたします。 

（挙手） 

○林会長 ありがとうございます。 

 全員が賛成ですので、１名（氏名）が出ておられますが、残りの方が全員賛成でございま

すので、許可することといたします。 

（（氏名）入席） 

○林会長 続いて、議案第２２号について、農地法第４条第１項の規定による許可申請の件

を議題といたします。 

○事務局 議案第２２号、農地法第４条第１項の規定による許可申請の件。別紙のとおり、

農地法第４条の規定による許可申請がありましたので、県への進達に伴う意見書提出につ

き、御審議願います。令和３年４月２０日宝塚市農業委員会会長林五郎。 

 届出者は、（住所）、（氏名）さんです。所在地ですが、上佐曽利字地蔵面（地番）。地

目は田です。地積が２，９４７㎡のうち０．２６６２㎡となります。耕作者は、同じく森田

文男さんです。転用目的は、太陽光発電の設備設置となっており、構造については１２ペー

ジを御覧ください。１２ページは設置図面になります。施設の面積ですが、１，００９㎡で、

実質営農型発電設備の下部農地面積となっております。その他としまして、農振農用地区域

内の農地です。 

 位置図は１１ページになります。 

○林会長 地区担当農業委員さんの御意見をお伺いしたいと思います。 

 平井委員さん。 

○平井委員 特に問題はありません。 

○林会長 その他農業委員さん、推進委員さんで何か本件に関しまして、何か御質問、御意

見等ございますか。 

 特にないようですので、採決いたします。 

 農業法第４条第１項の規定による許可申請の件について、県への進達することに賛成の

農業委員は挙手をお願いいたします。 

（挙手） 

○林会長 ありがとうございます。 

 全員が賛成ですので、進達することといたします。 

 続いて、議案第２３号について、農地法第５条第１項の規定による許可申請の件を議題と

いたします。 

○事務局 議案第２３号、農地法第５条第１項の規定による許可申請の件。別紙のとおり、

農地法第５条の規定による許可申請がありましたので、県への進達に伴う意見書提出につ

き、御審議願います。令和３年４月２０日宝塚市農業委員会会長林五郎。 

 まず２件ありまして、１件目ですが、譲受人の方が、（住所）、（氏名）さんです。譲渡

人の方は、（住所）、（氏名）さんです。申請地の場所ですが、切畑字センハク（地番）。

地目は田です。地積は２，０６８㎡のうち０．２８６㎡となります。耕作者は、（氏名）さ

んです。転用目的は、営農型太陽光発電設備の設置です。施設の面積は、実質営農型発電設
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備の下部農地面積として、１，０３６㎡あります。権利の種類は、賃借権となります。その

他としまして、農振農用地区域内の農地となっております。 

 続きまして、２件目になります。 

 譲受人は、（住所）、（氏名）さんです。それで、譲渡人も同じく、（住所）、（氏名）

さんです。所在地が、切畑字小林坂谷通（地番）。地目が田となっております。地積が１，

７６２㎡のうち０．２９１㎡です。耕作者も同じく（氏名）さんで、転用目的も同じ、営農

型太陽光発電設備の設置となっております。施設の面積は１，０４１㎡となっており、権利

の種類も賃借権。その他でも同じく、農振農用地区域内農地となっております。 

○林会長 この本件につきましては、担当地区者としては私でございます。私もまた他の委

員さんと同行して、見ていただいたように、ソーラーを３年前から造られていて、３年ごと

に県に報告しなければならないため、現地調査に行ってきた内容でございます。 

 あれの下には収益８０％、下農作物作っていただいて、下に８０％の収益があるというこ

とで、農業委員会にも報告されているものと思っております。 

 管理上も別に特に問題等もございません。私としては進達可能だと思っております。 

 他の農業委員さん、また推進委員さんで何か御意見等ございますか。１、２の関係ですね。 

 特にないようですので採決したいと思います。 

 １、２の関係、ソーラーシェアリングの関係ですが、賛成の方は挙手をお願いしたいと思

います。 

（挙手） 

○林会長 ありがとうございます。 

 全員が賛成ですので、進達することといたします。 

 続いて、議案第２４号について、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農

用地利用集積計画決定の件を議題といたします。 

○事務局 議案第２４号、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利

用集積計画決定の件。別紙のとおり、宝塚市長から農業経営基盤強化促進法第１８条１項の

規定により農用地利用集積計画について意見を求められましたので、御審議願います。令和

３年４月２０日宝塚市農業委員会会長林五郎。 

 農用地利用集積計画設定の一覧表が記載されております。順番に読み上げさせていただ

きます。 

 整理番号４６番、地番が大原野字西谷（地番）。地目は田。面積２２４㎡。貸主（氏名）

さん。借主（氏名）さん。始期は令和３年５月１日。終期は令和８年４月３０日。賃料は、

ゼロです。 

 続きまして、４７番、大原野字上藪（地番）。地目は田。１，３１８㎡。（氏名）さんと

（氏名）さん。始期令和３年５月１日、終期令和８年４月３０日。賃料は、ゼロ。 

 ４８番、波豆字谷田東掛（地番）。地目、田。１，１５６㎡。（氏名）さんと（氏名）さ

ん。令和３年５月１日から令和８年４月３０日。賃料は、ゼロ。 

 ４９番、波豆字谷田東掛（地番）。地目は田。１，１５７㎡。（氏名）さん、（氏名）さ

ん。令和３年５月１日から令和８年４月３０日。賃料ゼロ。 

 ５０番、大原野字石風（地番）。地目、田。１，４００㎡。（氏名）さんと（氏名）さん。

令和３年５月１日から令和８年４月３０日。賃料は、年間５，０００円。 

 ５１番、大原野字石風（地番）。地目、田。９４４㎡。（氏名）さんと（氏名）さん。令



 宝塚市農業委員会 

和３年５月１日から令和８年４月３０日。賃料は、年間４，５００円。 

 ５２番、大原野字石風（地番）。地目、田。１５５㎡。（氏名）さんと（氏名）さん。令

和３年５月１日から令和８年４月３０日。賃料は、年間５００円。 

 ５３番、大原字上淵（地番）。地目、田。１，５１６㎡。（氏名）さんと（氏名）さん。

令和３年５月１日から令和１３年４月３０日まで。賃料は、年間１万円。 

 ５４番、大原野字上淵（地番）。地目は田。１，６１０㎡。（氏名）さんと（氏名）さん。

令和３年５月１日から令和１３年４月３０日まで。賃料は、１６，５００円。 

 ５５番、大原野字前中（地番）。地目は田。１，１３６㎡。（氏名）さんと（氏名）さん。

令和３年５月１日から令和１３年４月３０日。賃料は、年間１２，３６０円。 

 ５６番、大原野字前中（地番）。地目は田。１，１５９㎡。（氏名）さんと（氏名）さん。

令和３年５月１日から令和１３年４月３０日まで。賃料は、年間１２，６００円でございま

す。 

 位置図につきましては、２２ページから２６ページまでにつけられております。 

○林会長 農業委員、推進委員共に何か御意見、御質問等ございますか。 

 特にないようでございますので、採決いたします。 

 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画決定の件につ

いて、決定することに賛成の農業委員は挙手をお願いいたします。 

（挙手） 

○林会長 ありがとうございます。 

 全員が賛成ですので、意見等なしと回答いたします。 

 続いて、議案第２５号について、特定農地貸付（市民農園開設）承認申請の件を議題とい

たします。 

○事務局 議案第２５号、特定農地貸付（市民農園開設）承認申請の件。別紙のとおり、特

定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律第３条第１項の規定に基づき承認申請

がありましたので、御審議願います。令和３年４月２０日宝塚市農業委員会会長林五郎。 

 今回の議案は、特定農地貸付法により、農園所有者の茶谷様と宝塚市との間で貸し付けの

協定を専決した上で今回の議案となっております。 

 申請者、開設者は、（住所）、（氏名）さんです。場所なんですが、宝塚市米谷（地番）、

地目は田となっております。地積は１，３１５㎡。区画としましては４６区画、１区画約１

５平米となっております。貸付期間は１年間で、募集内容は特にありません。賃料は、年間

２４，０００円で借受者行為制限としまして、建物及び工作物の設置、営利を目的とする作

物栽培、貸付農地の転貸、野焼き行為などです。 

 農園名としましては、その他に書かせていただいていますが、宝塚米谷農園となっており

ます。 

 位置図は２９ページを御覧ください。 

○林会長 地区農業委員さんの御意見をお伺いしたいと思います。 

○篠木委員 特に問題はございません。 

○林会長 他の農業委員さん、推進委員さん共に何か御意見、御質問等ございますか。 

 特にないようですので、採決いたします。 

 特定農地貸付（市民農園開設）承認申請の件について、承認することに賛成の農業委員は

挙手をお願いいたします。 
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（挙手） 

○林会長 ありがとうございます。 

 全員が賛成ですので、承認といたします。 

 続いて、報告事項に移りたいと思います。 

 報告第２８号、農地法第５条第１項第７号の規定による届出の件を報告いたします。 

○事務局 報告第２８号、農地法第５条第１項第７号の規定による届出の件。別紙のとおり、

農地法第５条第１項第７号の規定による届出があったもののうち、専決処分したものにつ

いて報告します。令和３年４月２０日宝塚市農業委員会会長林五郎。 

 １件ございます。 

 届出者、譲受人、（住所）、（氏名）。譲渡人、（住所）、（氏名）さん。届出地、山本

中（地番）。地目、田。地積、５６２㎡。耕作者、（氏名）さん。転用目的、住宅用地。造

成期間、令和３年７月上旬から９０日間。建設期間令和３年１０月上旬から１５０日間。施

設の概要、木造２階建、７棟です。権利の種類は所有権。その他としまして、水利組合同意

書、隣接農地同意書が添付されておりました。 

 始末書として、平成７年から平成１０年頃に敷地の一部に農業用倉庫及び小屋を建築し

てしまったことが記載されておりました。 

 こちらの件につきましては、都市計画法２９条の開発案件になります。 

 位置図につきましては、３３ページが農地の部分だけになります。３４ページ上部の線あ

る部分の上の部分が農地の部分で、下の宅地の部分も含めての一体開発になります。 

○林会長 地区担当農業委員さんの御意見をお伺いしたいと思います。 

 阪上勝弥委員。 

○阪上勝弥委員 特に問題はないと思います。 

○林会長 その他農業委員、推進委員さんで何か御意見、御質問等ございますか。 

 特にないようですので、次に移りたいと思います。 

 報告第２９号について、農地・農家台帳記載願の件を報告といたします。 

○事務局 報告第２９号、農地・農家台帳記載願の件。別紙のとおり、農地・農家台帳への

記載の依頼がありましたので、報告します。令和３年４月２０日宝塚市農業委員会会長林五

郎。 

 １件ございます。 

 願出人、（住所）、（氏名）さん。土地の表示、山本中（地番）。地目、畑。地積は８９

㎡。所有者は（氏名）さん。台帳記載内容としまして、（地番）同一利用。その他としまし

て、土地の全部事項証明書が添付されております。こちらにつきましては、令和３年２月１

９日に法務局において宅地から畑への変更の登記が添付されておりました。 

 位置図につきましては、３７ページになります。 

○林会長 地区担当農業委員さんの御意見をお伺いしたいと思います。 

 阪上勝弥委員。 

○阪上勝弥委員 こちらも問題ないと思います。 

○林会長 その他農業委員さん、推進委員さんで本件に関して何か御意見、御質問等ござい

ますか。 

 特にないようですので、次に移りたいと思います。 

 報告第３０号について、盛土承認願の件を報告いたします。 
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○事務局 報告第３０号、盛土承認願の件。別紙のとおり、盛土承認願の届出がありました

ので報告します。令和３年４月２０日宝塚市農業委員会会長林五郎。 

 これも１件ございます。 

 願出人、（住所）、（氏名）さん。申請地、南ひばりガ丘（地番）、（地番）。それぞれ

田。面積につきましては、６１４㎡と６９㎡。耕作者は（氏名）さん。盛土する理由につき

ましては、台風時及び一時的豪雨により田に入水して、植木等作物に害があるためという理

由が記載されておりました。工事期間につきましては、令和３年４月１０日から１５０日間。

こちらにつきましては、長い期間というのは一時的に一遍に土を入れるというわけではな

くて、ちょっとずつ入れていくということをおっしゃられていました。盛土の高さにつきま

しては、８０センチから１００センチ。その他としましては、水利組合同意書が添付されて

おりました。 

 位置図につきましては、４０ページの斜線の部分になります 

○林会長 地区担当農業委員さんの御意見を伺いたいと思います。度々申し訳ないですが、

阪上勝弥委員。 

○阪上勝弥委員 こちらも特に問題はありませんでした。 

○林会長 その他農業委員さん、推進委員で何か御意見、御質問等ございますか。 

 特にないようでございますので、最後に、報告第３１号について、相続税及び贈与税の納

税猶予に関する引き続き農業経営を行っている旨の証明の件を、報告といたします。 

○事務局 報告３１号、相続税及び贈与税の納税猶予に関する引き続き農業経営を行って

いる旨の証明の件。別紙のとおり、租税特別措置法第７０条の６第１項及び第７０条の４第

１項の規定の適用を受ける農地等に係る農業経営を引き続き行っていることを証明したの

で、報告します。令和３年４月２０日宝塚市農業委員会会長林五郎。 

 １番から説明します。 

 １番が贈与の引き続き納税猶予。２番、３番が相続税の納税猶予という形になっています。 

 申請人、（住所）、（氏名）さん。農業経営期間、平成３０年２月１６日から令和３年３

月２日。耕作面積、５，３０４㎡。納税猶予農は全て自作で、６筆ございまして、山本丸橋

（地番）、外５筆。合計５，３０４㎡。証明年月日は、令和３年３月２日。 

 位置図につきましては４３ページの斜線の部分になります。 

 引き続いて２番、申請人、（住所）、（氏名）さん。農業経営期間、平成３０年３月８日

から令和３年３月１５日。耕作面積は５，２４４㎡。納税猶予農につきましては４筆ござい

ます。山本丸橋（地番）、外３筆。合計５，２４４㎡。証明年月日は、令和３年３月１５日。

位置図につきましては４４ページ、４４ページの斜線の部分４筆になります。 

 続きまして３番、申請人、（住所）、（氏名）さん。農業経営期間、平成３０年３月２７

日から令和３年３月２３日。耕作面積は１，４４７㎡。納税猶予農につきましては２筆ござ

いまして、小林（地番）、外１筆。全て自作地で合計１，４４７㎡。証明年月日は、令和３

年３月２３日です。 

 位置図につきましては４６ページ、４７ページの部分になります。 

○林会長 ありがとうございました。報告は終わりました。 

 農業委員さん、推進委員さんで何か御意見、御質問等ございますか。 

 特にないようですので、以上で本日の議案５件、報告４件について審議等は終了いたしま

した。 
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