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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２回議事録 

 

１．日  時  令和２年（2020年）８月２０日（木）14時 00分～15時 55分 

 

２．場  所  山本綜合園芸流通センター 

 

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 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３号   農地法第３条第１項の規定による許可申請の件 
議題第４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１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２号   農地・農家台帳記載の件 

報告第３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 

報告第４号   農業経営基盤強化法第１８条第１項の規定により、農用地利用集         積計画により利用権設定を行った農地の賃借の合意解約について 
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令和２年 第２回宝塚市農業委員会 総会                         日時：令和２年８月２０日 
開会 午後 １時 ５５分 

 

○林会長 ただいまから第２４期 宝塚市農業委員会 令和２年第２回総会を開催いたし
ます。  本日の欠席者はございません。よって第２回総会は成立しております。  本日の議事録署名人、３番阪上委員、４番山添委員にお願いしたいと思います。  それでは、審議に入ります。  事務局長から諸般の報告をお願いしたいと思います。 

（諸般の報告） 

○林会長 ありがとうございました。報告は終わりました。何か御意見、御質問等はござい
ますか。  特にないようでございますので、それでは議案審議に移ります。  それでは最初に議案第３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 これは事前に特記いただいてます令和２年第２回総会議案という説明があるん
ですけれども、こちらを添付させていただきまして、整理番号を振っておりますので、それ

に沿って説明させていただきたいと思います。  それでは議案書の１ページお願いいたします。議案第３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８月２０日、宝塚市農業委員会会長 林五郎。  次のページ、お願いいたします。申請が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件目、申請人の譲受人が（住所）、（氏名）さん。譲渡人が（住所）、（氏

名）さん。申請地の所在地番は安倉北（地番）、地目が田、地積が９５２㎡。譲受人の耕作

面積が８，４５１㎡、家族人数４人となっております。調査書につきましては、後ほど読み

上げさせていただきます。権利の種類は所有権、その他としまして譲渡人の（氏名）氏から

（氏名）氏へ持分１/１００移転ということで申請をいただいております。なお、こちらの

譲受人と譲渡人の関係は親子関係となっております。また、こちらの（地番）は生産農地の

納税猶予地になりますので、税務署にもこちらの方は報告させていただくことになると思

います。  続きまして、調査書というものになりまして、法律に定められている農地を移転すること
に対して基準というものがございまして、そちらをまとめさせていただいているものにな

ります。譲受人、（氏名）さん。譲渡人、（氏名）さん。作成者は東久保となっております。  まず審査基準の１番目、第２項第１号（全部効率利用）。譲受人は、譲渡人の子であり、
住居及び生計を一とする親族＝世帯員等に含まれます。保有している農機具の能力、農作業

に従事する状況等からみて、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

と見込まれます。  続きまして、第２項第２号（農地所有適格法人以外の法人）。こちらに関しましては、今
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回は個人同士のやり取りであるため、法人ではございませんので、該当でございません。  続きまして、第２項第３号（信託）。こちらも今回の手続に関しましては、信託のもので
はございませんので、該当でございません。  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３名でそれぞれ年間３００日と２５０日とな

っております。  次に第２項第５号（下限面積）。宝塚で定められております農地を保有する面積というも
のが市街化区域と市街化調整区域の方に決まっておりまして、それぞれ１，０００㎡からと

３，０００㎡からとなっております。こちらは譲受人が耕作の事業に供すべき農地は対象農

地９，４１６㎡で当該地区の下限面積、１，０００㎡になります。先ほど８，４５１㎡が譲

受人の耕作作面積と申し上げたんですが、こちらの方は自作地が８，４５１㎡、ほかに貸し

付けている農地９６５㎡と合わせて９，４１６㎡と記載させていただきます。  続きまして、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
は当たりません。  第２項第７号（地域調和）。申請地は、譲受人所在地から約７００ｍの位置にあり、水稲
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、８月７日に事務局２名、農業委

員会会長、担当地区の農業委員を含めた農業委員４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農地の利用状況等を確認しました。  続きまして４ページの方なんですが、こちらが農地所有適格法人以外の法人等の貸借に
かかわるものの報告になりますので、今回は該当ございません。なお、こちらの地図につき

ましては、７ページにございます。（個人情報）でございます。色を塗らせていただいてい

る部分が該当農地になります。  戻りまして、２番目の方に参ります。２ページ、お願いします。申請人の譲受人が（住所）、
（氏名）さん。譲渡人が（住所）、（氏名）さん。申請地の所在地番は大原野字下ケ峯外５

筆、地番が（地番）、地目が畑、地積が６筆、合わせまして３，４０９㎡となっております。

譲受人の耕作面積は１２，４９０㎡、家族人数は４人となっております。調査書は、後ほど

読み上げさせていただきます。権利の種類は所有権の移転、その他届出地としまして、下ケ

峯（地番）の畑に、上ケ峯（地番）、（地番）、（地番）、（地番）、（地番）を合わせて

６筆となっております。こちらの方は、以前に利用権を設定していたんですけれども、解除

しまして正式に（氏名）さんから（氏名）さんの方に売買することということで伺っており

ます。  続きまして、５ページお願いいたします。同じように調査書を読み上げさせていただきま
す。譲受人は（氏名）さん。譲渡人が（氏名）さん。作成が東久保となっております。  まず１番、第２項第１号（全部効率利用）。譲受人の経営農地は今まで（氏名）を通じて
譲渡人より借りていました。（氏名）さんの親御さんと共同経営をしておりまして、保有し

ている農機具の能力、農作業に従事する状況等からみて、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ます。  続いて、第２項第２号。こちらも個人間でのやり取りであるため、法人には当たりません
ので、該当いたしません。  続いて、第２項第３号。こちらも今回の手続は、信託ではございませんので、該当いたし
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ません。  続いて、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。専業従事者は３名でそれぞれ年間３３０日と１８０

日と伺っております。  続いて、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当該地区の下
限面積、３０ａを超えます。１２，４９０㎡となりますので、基準はクリアしております。  続いて、第２項第６号（転貸禁止）に関しましては、転貸には当たりませんので、該当い
たしません。  続いて、第２項第７号（地域調和）。申請地では、イチゴ、太ネギ、サツマイモ、枝豆、
オクラ、落花生、ぶどうとして利用する予定です。譲受人は、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。な

お、８月７日事務局２名、農業委員会会長、担当地区の農業委員を含めた農業委員４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農地の利用状況等を確認いた

しました。  法人の貸借に関するものですので、該当ございません。  最後に、地図が８ページになります。８ページの斜線が引いてある部分が全部で６筆ござ
いまして、こちらまとまった所なんですけれども、それが申請農地になります。なお、下ケ

峯と書かれている（地番）、こちらのみが字下ケ峯となりまして、他のものを合わせて上ケ

峯という農地になります。  ○林会長 ありがとうございました。説明が終わりました。  地区担当農業委員の御意見をいただきたいと思います。１の案件につきましては、塚本委
員何か御意見ございませんか。 

○塚本委員 結構だと思います。 

○林会長 特に問題なかったら、問題ありませんで。 

○塚本委員 問題ありません。 

○林会長 問題ございませんか。 

○塚本委員 はい。 

○林会長 そしたら、２の案件、嶽委員。 

○嶽委員 特に問題ありません。 

○林会長 ありがとうございます。それでは、地区委員さんの御意見等が終了いたしました。
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。  特にございませんか。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 ありがとうございます。  全員が賛成ですので、本件については許可することにいたします。  続いて、議案第４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
積計画決定の件について議題といたします。  事務局、御説明をお願いいたします。 

○事務局 （説明） 
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 １０ページの方に、今回申請がありました農用地利用集積計画設定一覧を載せさせてい
ただいております。農地の所在地が今回申請地として出ている農地になります。真ん中のあ

たりに、貸（売）主氏名と借（買）主氏名というのがございます。貸主の方が農地の所有者

の方のお名前になります。借主という方が今回その方が耕作の権利を使ってやりますよと

いう方になります。ですので、貸主の氏名を見ていただくと、今回の申請で全部で４名の方

に農地を集めているということになります。順番に御説明させていただきたいんですけれ

ども、別紙の方が市の方からいただいた申請の実際の農地になります。皆様の方では一覧表

とあとその流れであります地図、２４ページから地図がございますので、そちらの方見比べ

ていただきながら、御確認していただければと思います。ページの左側にナンバーを振らせ

ていただいております。ページ番号とありまして、１番から２５番とあります。  まず１番から３番までが、（氏名）さんという方が持っている農地が（氏名）さんという
方に貸すという設定になります。こちらの方の地図にいたしましては、２４ページにござい

ます。  続きまして、４番は土地の所有者が（氏名）さん。借主の方が（氏名）さん。こちらの方
も同じく２４ページでございます。ノベラ（地番）というのは、字ノベラと書かれている部

分の農地になります。  ５番で、（氏名）さんから（氏名）さんへの利用権の設定になりますけれども、ノベラの
（地番）。２４ページの一番上の方になります。（地番）、２，３３７㎡と書かれた部分で

す。こちらになります。  続いて６番は、（氏名）さんという方から（氏名）さんへ利用権の設定になります。こち
らは長谷髭才（地番）となりますので、下半分過ぎたあたり（地番）と書かれている部分に

なります。  続きまして７番から１２番をまとめて申し上げたいと思います。所有者が（氏名）さん。
利用権設定している借主が（氏名）さん。こちらは位置としましては、２５ページにござい

ます枠、全部で６筆です。こちらが芝辻新田のナキ町谷通というところの申請農地となりま

す。  続きまして、１３番、１４番目が、所有者が（氏名）さん。利用権の借りの方が（氏名）
さん。こちらの位置としましては、２６ページにあります、真ん中に（個人情報）とありま

して、こちらから見ると東側が西辻の下、隣の枠を超えてもう一つ向こう字馬正面と書かれ

ている、こちらの農地の申請となっております。  もう一つ上佐曽利ございまして、１５番。所有者が（氏名）さん。利用権の設定する借主
の方が（氏名）さん。こちらが先ほど同じページ、２６ページの北馬正面と書かれている（個

人情報）の真西のところにある農地になります。  続いて、１６番から１８番まで。農地の所有者が（氏名）さん。利用権を設定する借主が
（氏名）さん。こちら１６から１８番はサル山というところになりまして、２７ページにな

ります。地図の真ん中、少し上に字サル山とございまして、こちらの丸に（地番）。変わり

まして、（個人情報）の南側に囲いのあるところ、（地番）、（地番）がこちらの申請とな

っております。  地図の関係で飛ばしていただいて、２０番。所有者が（氏名）さん。利用権の借主が（氏
名）さん。こちらはページの２７ページで、先ほど申し上げました字サル山の（地番）の土

地の上にあります（地番）、こちらが字手立というところになりまして、こちらの申請とな
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っております。  １９番。所有者が（氏名）さん。利用権の借主が（氏名）さん。こちらはページとしまし
ては、２８ページになります。躰ノ花というところの農地となっております。  続きまして、２１番、２２番。所有者が（氏名）さん。利用権の借主が（氏名）さん。地
図としましては２９ページになりまして、こちらは大原野西部のところになるんですけれ

ども、囲いをしております農地となっております。  最後に、２３番、２４番、２５番、まとめてまいります。所有者が、大原野上渕につきま
しては（氏名）さん、大原野岩鼻（地番）が（氏名）さん、大原野持田（地番）が（氏名）

さん。こちら全て利用権の借主は（氏名）さん。地図につきましては、３０ページにある囲

んでいる農地になります。  現地の方に関しましては、担当地区の農業委員さんの方に現場確認していただいており
ます。  もう一つございまして、３１ページをお願いいたします。こちらにもう一つ農用地利用集
積計画設定一覧表とございまして、先ほどは貸主の方と借主の方が個人のお名前同士にな

っていたかと思うんですけれども、こちらの方は（氏名）。兵庫県でいいますと（氏名）と

いうところを仲介として貸し借りが行われる設定の申請になります。まず、こちら２つとも、

波豆字尾ノ上（地番）となっております。こちらの方は、まず所有者の方が（氏名）さん。

（氏名）さんの方が所有者となっております。（氏名）さんの方は、（氏名）に貸付を行い

ます。貸付を受けた（氏名）は次に（氏名）さんという方に貸付します。申請書に関しまし

ては、３２ページ、３３ページにこれらを記載しております。（氏名）さんから（氏名）、

（氏名）から（氏名）さんに権利をつけさせていただいております。地図につきましては、

３４ページにあります真ん中の斜線をさせていただいている部分が該当農地となります。

こちら（氏名）さんは、（個人情報）パイプハウスを貸し付けておりまして、こちらの農地

の方は露地野菜として利用されるというように伺っております。 

○林会長 ありがとうございました。説明は終わりました。  本件の案件につきまして、地区農業委員の御意見をいただきたいと思います。まず最初に、
長谷西部地区、嶽委員。 

○嶽委員 特に何もございません。 

○林会長 ありがとうございます。上佐曽利地区、平井委員。 

○平井委員 特に問題ないです。 

○上田委員 それぞれ（氏名）さんから（氏名）にいって、（氏名）から（氏名）さんに契
約が渡って、実際問題、文面の契約というのは、あり得るのでしょうか。 

○事務局 パイプハウスを２年借りるという契約をしています。上田委員がおっしゃって
いるのは、こちらの利用権設定に関しまして、始期が令和２年９月１日から終わりが令和１

２年の８月３１日、１０年で設定いただいております。先ほどのパイプハウスが２年でこち

らが１０年ということになりますけれども、こちらの農地に関しましては、新規事業の方は

まだ別個のこちらが関与していない農地となっておりまして、ですので、こちらの申請に関

しては、（氏名）さんの御希望といいますか、「自分は１０年やりますよ」というところで

設定をいただいております。ですので、今回２年と１０年が差があるというのはどうなんだ

というふうになるかと思うんですけれども、こちらの方は（氏名）さんが続けていきたいと

いうお気持ちを汲んで、こちらは１０年という設定をしていただいたというふうに伺って
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おります。 

○林会長 ありがとうございます。 

○上田委員 契約が２年経ったらよかったんだというそういうふうな契約変更を認められ
るんでしたら、すべきじゃないかと思います。 

○事務局 （氏名）さん、（個人情報）の方なんですが、宝塚で就農すると。（個人情報）。
今後宝塚で就農して活躍されることを私どもも願っているところでございます。確約した

ものではございませんが、今、（氏名）さんの御意志はそういうところでございますので、

御理解いただけたらと思っております。 

○林会長 ありがとうございました。ほかに何か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、本件については決定することといたします。  続いて、報告事項に移ります。報告第１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、御説明お願いします。 

○事務局 議案書の３５ページをお願いいたします。報告第１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２年８月２０日、宝塚市農業委員会会長 林五郎。  次に３６ページ、お願いします。全部で４件ございます。まず１件目が、届出者、譲受人
が（住所）、（氏名）。譲渡人が（住所）、（氏名）さん。届出地の所在番地ですが、川面

（地番）外３筆。地目は田。地積は１，２７１㎡。転用目的が９棟の分譲住宅。造成期間は

令和２年１０月１日から９０日間。建設期間が令和３年４月１日から１２０日間。施設の概

要が木造２階建、１棟当たりの延床面積未定でございます。権利の種類は所有権。その他と

しまして、水利組合さんの同意書が添付されております。届出地は川面（地番）、（地番）、

（地番）、（地番）の４筆でございます。この地域は生産緑地内における行為制限解除が令

和元年７月２３日にされております。場所につきましては３８ページに記載しております。  次、２件目でございます。譲受人が（住所）、（氏名）。譲渡人が（住所）、（氏名）さ
ん。所在地番が山本南（地番）。地目は田。地積は１，４８９㎡。転用目的が開発道路、宅

地全１２棟。造成期間は令和２年１０月１日から９０日間。建設期間は造成後１２０日間で

ございます。施設の概要は木造２階建で、１棟当たりの延床面積未定でございます。権利の

種類は所有権。こちらも水利組合の同意書がございまして、届出地は先ほど申し上げました

山本南（地番）でございます。こちらも令和２年２月２５日に生産緑地内における行為制限

解除がされております。位置につきましては４０ページに記載がございます。  続いて、３番目。譲受人、（住所）、（氏名）。譲渡人が（住所）、（氏名）さん。所在
地番は清荒神（地番）。地目は田。地積は５７５㎡。転用目的が住宅の建設４戸でございま

す。造成期間は令和３年３月１日から３０日間。建設期間が令和３年４月１日から９０日間。

施設の概要につきましては木造又は鉄骨造、４戸で１戸当たりの面積が１００㎡から１２
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０㎡でございます。権利の種類は所有権。こちらにつきましては水利組合の同意書と隣地農

地同意書がございます。（個人情報）されております。隣の清荒神（地番）と同一の開発で

ございます。位置は４２ページにございます。  最後４番目ですが、譲受人、（住所）、（氏名）。譲渡人が（住所）、（氏名）さん。所
在地番が平井（地番）。地目は田。地積は６７９㎡。転用目的が６戸の住宅建設。造成期間

は受理日から４か月。建設期間は造成後６か月。施設の概要、木造２階建、６戸で１戸当た

りの面積が約１００㎡でございます。権利の種類は所有権。水利組合の同意書が添付されて

おります。緑地の制限解除が令和２年７月２２日にされております。地図につきましては４

４ページに記載がございます。 

○林会長 ありがとうございました。報告は終わりました。  地区担当の農業委員より御意見をいただきたいと思います。本件の１、３につきましては、
篠木委員。 

○篠木委員 特に問題ありません。 

○林会長 問題ございませんね。 

○篠木委員 はい。 

○林会長 ２番、４番、阪上委員。 

○阪上委員 特に問題はございません。 

○林会長 その他、農業委員、推進委員で何か御意見等ございますか。  特に何もないようでございますので、次に移りたいと思います。  次に報告第２号、農地・農家台帳記載願の件について報告いたします。  事務局、よろしくお願いします。 

○事務局 議案書の４６ページを御覧ください。報告第２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２年８月２０日、宝塚市農業委員会会長 林五郎。  ４７ページ、お願いいたします。報告第２号、農地・農家台帳記載願。願出人は（住所）、
（氏名）さん。土地の表示、所在地番が山本丸橋（地番）。地目は畑。地積は１０㎡。所有

者は（氏名）さん。台帳の記載内容が、隣地の山本丸橋（地番）と交換により利用形態に合

わせた形で整理されるというものになります。今回の願いに関して、土地全部事項証明書が

添付されております。この位置は４８ページに記載がございます。少し見づらいですが、４

８ページの真ん中の少し右あたりに（個人情報）がある南の一角の農地なんですが、この下

ちょっと矢印が書いてあります、三角の色塗りしてある一角について、農地・農家台帳記載

願ということで申し出がございました。 

○林会長 ありがとうございました。報告が終わりました  地区担当の農業委員の御意見をいただきたいと思います。阪上秀一委員。 

○阪上委員 特に問題ありませんでした。 

○林会長 それでは、その他農業委員、推進委員で本件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、本件につきましても承認することといたします。  次に報告第３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、その説明お願いいたします。 
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○事務局 報告第３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

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２年８月２０日、宝塚市農業委員会会長 林五郎。  これに関しましては、生産緑地の納税猶予を受けている農地の３年ごとの証明になりま
す。事務局が現場を確認して、証明を先決で発行しております。  ５０ページ、お願いします。１番から。申請人、（住所）、（氏名）さん。農業経営期間、
平成２９年６月２２日から令和２年７月７日。耕作面積、９５１㎡。納税猶予農地につきま

しては、安倉中（地番）外１筆、合計２筆。全て自作地で９５１㎡。証明年月日は令和２年

７月７日。願出地につきましては、安倉中（地番）・田・６９５㎡、（地番）・田・２５６

㎡。現況は水稲となっております。地図につきましては、５３ページの斜線の部分の農地に

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７月１
９日から令和２年７月１５日。耕作面積は１，７９４㎡。納税猶予農地につきましては、小

林（地番）外４筆、合計５筆。全て自作地で１，７９４㎡。証明年月日は令和２年７月１５

日。願出地につきましては、小林（地番）・田・９０８㎡・現況は野菜と植木、（地番）・

田・３４３㎡・現況は野菜、（地番）・田・４４１㎡・現況は野菜、（地番）・田・３０㎡・

植木、（地番）・田・７２㎡・現況は植木です。地図につきましては５４ページになります。  ３番。申請人、（住所）、（氏名）さん。農業経営期間、平成２９年７月２２日から令和
２年７月２１日。耕作面積は４９５㎡。納税猶予農地につきましては、売布（地番）、１筆

で、自作地で４９５㎡です。証明年月日は令和２年７月２１日。願出地は、売布（地番）・

田・４９５㎡。現況は植木が植わっております。地図につきましては、５５ページです。  ５１ページの４番。申請人、（住所）、（氏名）さん。農業経営期間、平成２９年６月３
日から令和２年７月６日。耕作面積は１，７０７㎡。納税猶予農地につきましては２筆あり

まして、山本中（地番）番外１筆、合計１，７０７㎡。証明年月日は令和２年７月６日。そ

の他としまして、願出地、山本中（地番）・田・８０３㎡、山本南（地番）・田・９０４㎡。

現況は２筆とも植木が植わっております。地図につきましては、５６・５７ページになりま

す。  ５番。申請人、（住所）、（氏名）さん。農業経営期間、平成２９年７月１１日から令和
２年７月２１日。耕作面積は２，９６４．０１㎡。納税猶予農地は５筆ございまして、口谷

西（地番）外４筆。全て自作地で合計２，９６４．０１㎡。証明年月日は令和２年７月２１

日。その他としまして、願出地、口谷西（地番）・田・２８１㎡・２８１㎡の内１９２．６

６㎡。野菜が植わっております。口谷東（地番）・田・５２５㎡、６１番・田・２２８㎡、

上記２筆実測９２５．９９㎡。現況は畑と苗木です。（地番）・田・１，３４８㎡。実測１，

５６８．３６㎡。現況は水稲・畑・植木です。（地番）・畑・２７７㎡・現況は植木です。

地図につきましては５８・５９・６０ページになります。  ６番。申請人、（住所）、（氏名）さん。農業経営期間、平成２９年９月３０日から令和
２年７月２１日。耕作面積は４２４㎡。納税猶予農地は口谷東（地番）、１筆で、自作地で

４２４㎡です。証明年月日は令和２年７月２１日。願出地は、口谷東（地番）・畑・４２４

㎡。現況は野菜が植わっております。地図につきましては、６１ページになります。  ５２ページお願いします。７番。申請人、（住所）、（氏名）さん。農業経営期間、平成
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２９年８月１６日から令和２年７月２９日。耕作面積は１，０２０㎡。納税猶予農地につき

ましては、長尾町（地番）、１筆で合計１，０２０㎡。証明年月日は令和２年７月２９日。

願出地は長尾町（地番）・田・１，０２０㎡。苗木が植わっております。地図につきまして

は、６２ページになります。  続きまして、８番。（住所）、（氏名）さん。農業経営期間は平成２９年７月７日から令
和２年７月３１日。耕作面積は２１８㎡。納税猶予農地につきましては１筆で、安倉西（地

番）。全て自作地で２１８㎡です。証明年月日は令和２年７月３１日。願出地は安倉西（地

番）・田・２１８㎡。現況は果樹が植わっております。地図につきましては６３ページにな

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、推進委員で何か御意見、御質問等はありませんか。  特にないようでしたら、最後に報告事項第４号に進みたいと思います。農業経営基盤強化
促進法第１８条第１項の規定により、農用地利用集積計画により利用権設定を行った農地

の賃借の合意解約について、事務局から御説明お願いいたします。 

○事務局 報告第４号、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
集積計画により利用権設定を行った農地の賃借の合意解約について、別紙のとおり、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決定された農地につい

て、農地の貸借について合意解約された通知がありましたので報告します。  令和２年８月２０日、宝塚市農業委員会会長 林五郎。  ６５ページ、お願いします。こちらにつきましては、先ほど議案第３号で（氏名）さんが
農地を売買したという前の契約でございまして、（氏名）から（氏名）さんが借りていた農

地について、先ほどの農地売却の前に解約をしてから農地売却をしたということになりま

す。その前段の農地解約についての御報告になります。当事者につきまして報告します。貸

借人、（住所）、（氏名）。貸借人、（住所）、（氏名）さん。賃貸借農地につきましては、

大原野字下ケ峯（地番）外５筆、畑、合計３，４０９㎡。合意貸借が成立した日、令和２年

６月１１日。土地の引渡時期、令和２年６月１１日。賃料の取扱い、使用貸借のため無し。

願出地につきましては、大原野字下ケ峯（地番）・畑・１２３㎡、大原野字上ケ峯（地番）・

田・８０６㎡、（地番）・田・５４０㎡、（地番）・田・６８１㎡、（地番）・田・８７５

㎡、（地番）・田・３８４㎡。解約後の土地利用については農地の売却ということです。地

図につきましては、６６ページの先ほどの同じものになります。 

○林会長 ありがとうございました。報告第４号の説明は終わりました。  農業委員、推進委員ともに、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、本日の議案２件、報告４件について、審議等は終了いた
します。 

  
１０番（会長）  林  五 郎  
３番      阪 上 勝 弥   
４番      山 添 令 子 


