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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２年第４回議事録 

 

１．日  時  令和２年（2020年）１０月２０日（火）10時 30分～11時 15分 

２．場  所  ＪＡ兵庫六甲宝塚営農支援センター 

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 岡田 進、係長 木村 晴彦、事務職員 鈴木 恒、東久保 美圭 

 

１０．議  題 

議案第 ７号   農地法第３条第１項の規定による許可申請の件 
議案第 ８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 

報告第 ７号   農地法第４条第１項第８号の規定による届出の件 

報告第 ８号   農地法第５条第１項第７号の規定による届出の件 

報告第 ９号   農地法施行規則第２９条第１項の規定による届出の件 

報告第１０号   農地使用貸借契約の解約による届出の件 

報告第１１号   農地・農家台帳記載願の件 

報告第１２号   相続税の納税猶予に関する適格者証明の件 

報告第１３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２年 第４回宝塚市農業委員会 総会                         日時：令和２年１０月２０日 
開会 午前１０時３０分 

○林会長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから第２４期宝塚市農業委員会第４
回の総会を開催させていただきます。  それでは、本日の欠席者はございません。よって、第４回の総会は成立しております。  本日の議事録署名委員は７番塚本委員、８番中西惠子委員のお二人にお願いいたします。  それでは、議案審議に入ります。  事務局長から諸般の報告をお願いいたします。 

○事務局長 （諸般の報告） 

○林会長 報告が終わりました。何か今の諸般の報告につきまして御意見等、御質問ござい
ますか。  特にないようですので、それでは、議案審議に移りたいと思います。  議案第７号、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、
御説明お願いいたします。 

○事務局 議案第７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２年（２０２

０年）１０月２０日 宝塚市農業委員会 会長 林五郎。  １件出ておりまして、譲受人が、（住所）、（氏名）さん。譲渡人が、（住所）、（氏名）
さん。申請地、所在地番が上佐曽利字芝垣内（地番）外１筆、地目は田、地積が２筆合わせ

まして２８２㎡、譲受人の耕作面積は３，２７０㎡、家族人数は２名。調査書は後ほど読ま

せていただきます。権利の種類が所有権の移転。その他申請としましては上佐曽利字芝垣内

（地番）、田、９４㎡と芝垣内（地番）、田、１８８㎡となっております。対象農地につき

ましてはダリアを生産する予定ということで、（個人情報）しております。  続きまして、３ページの調査書に移りたいと思います。審査基準にあります、第２項第１
号全部効率利用。譲受人の経営農地は全て耕作されており、所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等から見て、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、農地所有適格法人以外の法人。譲受人は個人であるため、こちらは適用ご
ざいません。  第２項第３号、信託、こちらの案件に関しましては信託ではございませんので適応ござい
ません。  第２項第４号、農作業常時従事、譲受人は農作業を行う必要があるに日数について農作業
に従事すると見込まれます。専業従事者が２名で、それぞれ年間３６０日と２００日と伺っ

ております。  第２項第５号、下限面積、譲受人が耕作の事業に供すべき農地は対象農地３，２７０㎡で、
当該地区の下限面積（３０ａ）を超えております。  第２項第６号、転貸禁止、許可申請に係る農地は所有農地であり、転貸にはあたりません。  第２項第７号、地域調和、申請地は譲受人の所在地から約２００ｍの位置にあり、ダリア
の生産として利用する予定です。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
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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。  なお、１０月７日、事務局２名、農業委員会会長、農業委員５名、推進委員１名が代理人
の立会いのもと、申請地並びにその周辺の農地の利用状況を確認いたしました。  続きまして、４ページは農地所有適格法人以外は、法人にかかる報告になっておりますの
で割愛いたします。  位置図につきましては、その次のページ５ページにございます、真ん中の斜線の部分に２
筆になっております。 

○林会長 説明は終わりました。地区担当農業委員の御意見をいただきたいと思います。  平井委員、お願いいたします。 

○平井委員 問題ないと思います。 

○林会長 ありがとうございます。  その他、農業委員、推進委員で何か御意見、御質問等ございますか。  特にないようですので、採決いたします。  農地法第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
員は挙手をお願いいたします。 

（挙手） 

○林会長 全員が賛成でございます。全員賛成ですので許可することといたします。  続きまして、議案第８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を議題といたします。  事務局から御説明お願いいたします。 

○事務局 議案第８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条第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。  今回案件４件出ておりまして、整理番号２０２０ ３４番、上佐曽利字湯屋ヶ谷（地番）、
地目が田、地積５４２㎡、貸主が（氏名）さん、借主が（氏名）さん。始期が令和２年１１

月１日、終期が令和１２年１０月３１日、借賃の金額としましては年間（個人情報）となっ

ております。  続きまして、整理番号２０２０ ３５番、こちらも上佐曽利字湯屋ヶ谷（地番）、地目が
田、地積が１１５㎡、貸主は（氏名）さん、借主が（氏名）さん。始期は令和２年１１月１

日、それから終期が令和１２年１０月３１日、借賃が年間で（個人情報）。  続きまして、整理番号 ３６番にまいります。上佐曽利字寺ノ上（地番）、地目が田、地
積が４１６㎡、貸主が（氏名）さん、借主が（氏名）さん。始期が令和２年１１月１日、終

期が令和１２年１０月３１日、借賃が年間（個人情報）。  最後に整理番号３７番、上佐曽利字寺ノ上（地番）、地目が田、地積が９４２㎡、貸主が
（氏名）さん、借主が（氏名）さん。始期が令和２年１１月１日、終期が令和１２年１０月

３１日、借賃が年間（個人情報）となっております。  位置図につきましては議案書８ページお願いします。こちら一帯となって固まっている
んですけども、上の（地番）と矢印で書かせていただいている部分が整理番号３４番３５番

の字湯屋ヶ谷のほうの２筆になっておりまして、その下の四角形のほうは字寺ノ上の２筆

になっております。 

○林会長 説明は終わりました。地区担当農業委員の御意見をお伺いしたいと思います。 
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 平井委員。 

○平井委員 何も問題ありません。 

○林会長 ありがとうございます。  その他農業委員、推進委員で何か御意見、御質問等ございますか。  特に何もないようですので採決したいと思います。  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願います。 

（挙手） 

○林会長 全員が賛成でございますので、決定することといたします。  続いて、報告事項に移りたいと思います。  報告第７号農地法第４条第１項第８号の規定による届出の件を報告いたします。事務局、
御説明願います。 

○事務局 報告第７号、農地法第４条第１項第８号の規定による届出の件。別紙のとおり、
農地法第４条第１項第８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。届出２件出ておりますので順に読み上げさせていただきます。  まず１番、届出者、（住所）、（氏名）さん。届出地、所在地番は山本丸橋（地番）、地
目が田、地積１３８㎡、転用目的は倉庫兼車両置場、位置指定道路の延長となっております。

造成期間が令和２年１０月２０日から４５日間、建設期間が令和２年１２月１０日から１

０日間、施設の概要としましては、構造が鉄骨造平家建て、面積が倉庫約１０㎡、車両置き

場が約２０㎡、位置指定道路部分が約４７㎡となっております。その他としまして、隣地農

地同意書と、水利組合の同意書をいただいておりまして、こちらの農地は（個人情報）とな

っております。  位置図につきましては、こちらの真ん中部分の囲みをしている部分となっております。  また、次のページの１２ページに計画図面のほうを載せておりまして、そちらもちょっと
太い枠で書かせていただいているんですけれども、道路の延長部分と、倉庫、車両置場とい

う部分で伺っております。  戻りまして、２番まいります。届出者、（住所）、（氏名）さん、届出地所在地番は川面
（地番）と（地番）、地目が田、地積１２６㎡と２４㎡、耕作者（氏名）さん、転用目的が

店舗兼住宅の建設、造成期間が令和２年１１月２０日から３０日間、建設期間が令和３年４

月１日から１２２日間。施設の概要としましては構造、木造２階建て１棟、面積が延床７８

㎡。その他としまして水利組合の同意書をいただいております。  位置図につきましては１３ページに記載しております縦長に、一帯農地になっているん
ですけども、そちらの南側の部分の囲いをしている部分２筆になっております。  １４ページのほうに計画図のほう載せておりまして、そちらの図面見ていただくと、囲い
をしてある外側に（個人情報）を建てると伺っております。 

○林会長 報告は終わりました。地区担当農業委員の御意見をいただきたいと思います。  一番上の山本丸橋（地番）の関係、阪上委員。 

○阪上委員 調査しましたら、問題ありません。 

○林会長 ありがとうございます。  ２番目の案件、篠木委員。 

○篠木委員 特に問題はございません。 
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○林会長 ありがとうございます。  その他、農業委員、推進委員で何か御意見、御質問等ございますか。  特にないようですので、続いて報告第８号に移りたいと思います。  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、御説明お願いいたします。 

○事務局 報告第８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可能なもののうち、専決処分したものについ

て報告します。令和２年１０月２０日 宝塚市農業委員会 会長 林五郎。  全部で６件ございます。順番に御説明させていただきます。  まず１番、譲受人、（住所）、（氏名）。譲渡人、（住所）、（氏名）。届出地の所在が
山本丸橋（地番）、地目は田、地積は６９７㎡、転用目的は分譲住宅、造成期間、令和３年

１月１日から９０日間、建設期間は令和３年４月１日から９０日間。木造で５戸の住宅です。

権利の種類は所有権、その他事項としまして水利組合同意書、隣接農地同意書、土地計画法

第２９条案件、（個人情報）されております。位置図につきましては１９ページに記載され

ております。  続きまして、２番。譲受人、（住所）、（氏名）。譲渡人が（住所）、（氏名）。所在が
山本丸橋（地番）、地目が田、１，４８７㎡、分譲住宅。造成期間が令和３年１月１日から

９０日間、建設期間が令和３年４月１日から９０日間。木造２階建ての１２戸の住宅です。

権利の種類は所有権。こちらも同じように水利組合同意書、隣接農地同意書が添付されてお

りまして、土地計画法第２９条の案件でございます。同じく（個人情報）がされております。

こちらは２１ページに位置図がございます。  次３番目、譲受人、（住所）、（氏名）。譲渡人が、（住所）、（氏名）。所在は清荒神
（地番）、地目が田、１４８㎡、耕作者は（氏名）、転用目的は駐車場、造成期間が令和２

年１２月１日から６０日間、権利は所有権、水利組合同意書、隣地農地同意書が提出されて

おりまして、こちらは進入路において（地番）の土地を通行するために土地の利用通行同意

を取得すると書かれております。位置図は２３ページなんですが、図を見てもらったら分か

るとおり（個人情報）の間にあります。ちょっと住宅が密集した地区で、駐車場を通るため

に土地利用通行同意が必要という状況になっております。  続きまして、４番。譲受人、（住所）、（氏名）。譲渡人、（住所）、（氏名）。所在は
清荒神（地番）、地目が田、２１８㎡、耕作者（氏名）さん。転用目的が駐車場。造成期間

が令和２年１２月１日から６０日間。権利の種類が所有権。こちらも水利組合と隣接農地の

同意書を取られております。こちらも同じように、（地番）の土地を通行するために土地の

通行同意を取得するとあります。同じく２３ページに位置図が書いてあります。先ほど３番

と同じ隣接ということで同じように許可を得ております。  ５番、譲受人、（住所）、（氏名）。譲渡人が（住所）、（氏名）。所在が川面（地番）、
地目は田、４７１㎡、耕作者は（氏名）、転用目的は診療所の建設、造成期間が令和２年１

１月２０日から３０日間、建設期間が令和３年４月１日から１５３日間。施設の概要、構造

は木造２階建て、面積は１８６．６５㎡、権利の種類は賃借権。こちらは水利組合の同意が

されております。位置図が２５ページにございます。先ほど、報告第７号で上げたのと同じ

案件でございます。  続きまして６番、譲受人が（住所）、（氏名）。譲渡人が（住所）、（氏名）。所在は山
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本南（地番）、地目は田、２３㎡、転用目的は住宅用地。造成期間が令和２年１１月１日か

ら７日間、建設期間は未定でございます。権利の種類は所有権。ここは水利組合の同意書が

添付されているのと、（個人情報）されております。位置図は２７ページでございます。色

塗りをしている２３㎡のわずかな区域なんですが、地図で見たところ農地は四方八方に広

がっているんですが、今この地域全体で宅地造成が行われております。 

○林会長 報告が終わりました。地区担当農業委員の御意見をいただきたいと思います。  案件１番２番、阪上委員。 

○阪上委員 調査しましたが、問題ありません。 

○林会長 ありがとうございます。  ３、４、５の案件、篠木委員。 

○篠木委員 特に問題はございません。 

○林会長 ありがとうございます。  ６番、阪上委員。 

○阪上委員 特に問題ございません。 

○林会長 ありがとうございます。  その他、農業委員、推進委員の方で何か御意見、御質問等ございますか。  特にないようですので、続いて報告第９号農地法施行規則第２９条第１項の規定による
届出の件を報告いたします。  事務局、説明をお願いいたします。 

○事務局 報告第９号農地法規則第２９条第１項の規定による届出の件。別紙のとおり農
地法施行規則第２９条第１項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２年１０月２０日 宝塚市農業委員会 会長 林五郎。  例外転用といたしまして、申請人の方が（住所）、（氏名）さん。所在地が波豆字湯谷掛
（地番）、地目は田、地積は９２２㎡、耕作者は同じく（氏名）さん。転用目的が農業用の

プレハブ小屋、物置小屋でございます。施設の構造が鉄骨造の平家建て、プレハブが約２０

㎡、物置小屋が約２㎡です。この件につきましては上申書があります。既にこの場所に農業

用倉庫を建てておりまして、このことに対して反省といたしますか、今後も責任持って対応

しますという旨の記載がございます。所有者が（氏名）さん。利用権の設定を平成２１年１

０月１日から令和１１年２月２８日までとしています。所有者は農業用のプレハブ小屋、物

置小屋の設置了承しております。位置図につきましては３１ページにございます。 

○林会長 報告が終わりました。地区担当農業委員の御意見をいただきたいと思います。  上田委員。  

○上田委員 現地を見せていただきましたけども、きちっと整備をされておりまして、特に
問題ないように思います。 

○林会長 その他、農業委員、推進委員で何か御意見、御質問等ございますか。  特にないようですので、続いて報告第１０号、農地の使用収益権の合意解約届出の件を報
告いたします。  事務局、御説明願います。 

○事務局 報告第１０号、農地の使用収益権、使用貸借の合意、解約届出の件。別紙のとお
り農地の使用収益権、使用貸借の合意解約届出がありましたので御報告します。令和２年１

０月２０日 宝塚市農業委員会 会長 林五郎。 
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 農地使用収益権、使用貸借の合意解約について報告いたします。賃貸人の方が（住所）、
（氏名）さん。賃借人が（住所）、（氏名）さん。所在が上佐曽利字寺ノ上（地番）、ほか

１筆、地目は田、地積は１，３５０㎡、これは２筆の合計でございます。合意成立が令和２

年９月３０日、土地の引き渡しが令和２年１０月３１日になります。その他につきまして使

用貸借契約の解除、農地は上佐曽利字寺ノ上（地番）、田、９４０㎡。（地番）が同じく田

で、４１０㎡となっております。位置図につきましては３５ページに記載されております。

これもさっきの議案のほうで上がった農地ですけれども、下の分の網掛けの部分がござい

ます。 

○林会長 報告が終わりました。地区担当農業委員の御意見をいただきたいと思います。  平井委員、何か御意見ございますか。 

○平井委員 特に問題ありません。 

○林会長 特に問題ないということでございます。  その他、農業委員、推進委員で何か御意見、御質問等ございますか。  特にないようですので、続いて報告第１１号、農地農家台帳記載願いの件について報告い
たします。  事務局、御説明お願いいたします。 

○事務局 報告第１１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
願いがありましたので報告します。令和２年１０月２０日 宝塚市農業委員会 会長 林
五郎。  １件ございます。願出人の方が（住所）、（氏名）さん。所在が平井山荘（地番）、地目
は畑、地積は１８８㎡、所有者は同じ（氏名）さん。記載内容につきましては隣地の平井山

荘（地番）、（地番）と同一利用ということでございます。土地の全部事項証明書が添付さ

れております。令和２年９月７日山林から畑になっております。位置図につきましては３８

ページをごらんください。 

○林会長 報告は終わりました。地区担当農業委員の御意見を伺いたいと思います。  阪上委員。 

○阪上委員 特に問題はございません。 

○林会長 ありがとうございます。  その他、農業委員、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、続いて報告第１２号に移りたいと思います。  相続税の納税猶予に関する適格者証明の件を報告いたします。  事務局御説明お願いいたします。 

○事務局 報告第１２号、相続税の納税猶予に関する適格者証明の件。別紙のとおり、租税
特別措置法第７０条第１項に規定に適用を受けるための適格者であることを証明したので

報告します。令和２年１０月２０日 宝塚市農業委員会 会長 林五郎。  相続人、（住所）、（氏名）さん。被相続人、（住所）、（氏名）さん。相続開始年月日、
令和元年１２月２１日。被相続人の所有面積１，３２２㎡、納税猶予農地につきましては一

筆ございまして、山本野里（地番）、１，３２２㎡です。確認委員は阪上秀一委員、証明年

月日が令和２年８月１７日。その他としまして、土地の全部事項証明書により、所有権にお

いても確認しております。申請地は山本野里（地番）、畑、１，３２２㎡、現況は野菜が植

わっておりました。位置図につきましては４１ページのかこっている部分になります。 
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○林会長 それでは報告内容、報告は終わりました。地区担当農業委員の御意見をいただき
たいと思います。 

○阪上委員 問題ありません。 

○林会長 問題ないですか。ありがとうございます。  それでは最後に報告第１３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
る旨の証明の件を報告いたします。  事務局から御説明いただきます。 

○事務局 報告第１３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。別紙のとおり、租税特別措置法第７０条の６第１項の規定の適用を受ける農地等

にかか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２年１０月

２０日 宝塚市農業委員会 会長 林五郎。  １番から、申請人、（住所）、（氏名）さん。農業経営期間、平成２９年９月１２日から
令和２年９月９日。耕作面積４，０４６㎡、納税猶予農地は２筆あります。山本野里（地番）、

ほか１筆。２筆合計で４，０４６㎡。証明年月日は令和２年９月９日、その他としまして、

願出時、山本野里（地番）、畑、３，３１２㎡のうち３，２４３㎡、（地番）、畑、８０３

㎡、２筆につきましては植木が植わっておりました。位置図につきましては４５ページの斜

線の部分になります。  続きまして２番、申請人、（住所）、（氏名）さん。農業経営期間平成２９年９月２１日
から令和２年９月１６日、耕作面積は５８８㎡、納税猶予農地につきましては１筆ございま

して、花屋敷松ガ丘（地番）、５８８㎡、証明年月日は令和２年９月１６日、その他としま

して願出地につきましては花屋敷松ガ丘（地番）、畑、８３４㎡のうち５８８㎡を証明して

おります。位置図につきましては４６ページになります。斜線の部分になります。  ３番、申請人、（住所）、（氏名）さん農業経営期間、平成２９年９月２３日から令和２
年９月１６日、耕作面積は９６６㎡、納税猶予農地につきましては合計３筆ございます。中

筋山手（地番）ほか２筆、３筆合計９６６㎡。証明年月日は令和２年９月１６日。その他と

しまして願出地は中筋山手（地番）、畑、６４３㎡、（地番）、畑、４６㎡、（地番）、畑、

２７７㎡、全て植木が植わっております。位置図につきましては４７ページになります。  ４番、申請人、（住所）、（氏名）さん、農業経営期間、平成２９年８月２９日から令和
２年９月１６日、耕作面積１，１７４㎡、納税猶予農地につきましては１筆ございます。安

倉西（地番）、全て自作地で１，１７４㎡あります。証明年月日は令和２年９月１６日。そ

の他としまして、願出地につきましては安倉西（地番）、田、１，２０８㎡の内１，１７４

㎡、現況は水稲です。位置図につきましては４８ページになります。  続きまして、５番、申請人、（住所）、（氏名）さん、農業経営期間、平成２９年９月１
５日から令和２年９月１８日、耕作面積は３，３９５㎡、納税猶予農地につきましては合計

６筆全て自作地で中筋（地番）、ほか５筆。６筆合計につきましては３，３９５㎡。証明年

月日は令和２年９月１８日。その他としまして、願出地は中筋（地番）、田、１３９㎡、（地

番）、田、９５２㎡、現況は水稲です。中筋（地番）、田、９２２㎡は水稲と植木が植わっ

ております。中筋（地番）、田、６６０㎡、（地番）、田、５１６㎡、上記２筆につきまし

ては水稲です。（地番）、田、２０６㎡につきましては植木が植わっております。位置図に

つきましては４９ページ、５０ページになります。  続きまして、６番、申請人、（住所）、（氏名）さん。農業経営期間、令和２年３月１４
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日から令和２年９月２５日、耕作面積は２，１０２㎡、合計３筆ございまして全て自作地で

す。南ひばりガ丘（地番）ほか２筆、３筆合計２，１０２㎡、証明年月日は令和２年９月２

５日、その他としまして願出地、南ひばりガ丘（地番）、田、１，４１９㎡、（地番）、田、

６１４㎡、（地番）、田、６９㎡、現況は植木が植わっております。位置図につきましては

５１ページになります。 

○林会長 それでは、報告は終わりました。農業委員、推進委員で何か御質問等ございます
か。  特にないようですので、以上で本日の議案案件２件、報告７件について審議等は終了いた
します。 

 

 

 

 

１０番（会長）  林  五 郎  
７番      塚 本 俊 昭  
８番      中 西 惠 子 


