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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５回議事録 

 

１．日  時  令和３年（2021年）５月２０日（木）14時 00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  ９人 

２番 

３番 

４番 

５番 

６番 

今里 淺一 

阪上 勝弥 

山添 令子 

中西 瞳 

塚本 俊昭 

８番 

 ９番 

１０番 

１１番  

 

中西 惠子 

平井 公雄 

林 五郎 

上田 健 

 

 

５．欠席委員   

    １番 平塚委員 ６番 阪上秀一委員 １２番 嶽委員 １３番 篠木委員 

       

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 ０人  

    

８．欠席農地利用最適化推進委員  

   阪上委員 辻井委員 東委員 福井委員 和田委員 

 

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２６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２７号  農地法第５条第１項の規定による許可申請の件 

 

３ 議案第２８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 

 

４ 議案第２９号  農業委員会の適正な事務実施の件 

 

 

５ 報告第３２号  農地法第４条第１項第８号の規定による届出の件 
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７ 報告第３３号  農地法第５条第１項第７号の規定による届出の件 

 

８ 報告第３４号  農地法第１８条第１項第２号の規定による届出の件 

 

９ 報告第３５号  使用貸借契約の合意解約による届出の件 

 

１０報告第３６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５回宝塚市農業委員会 総会 

                        日時：令和３年５月２０日 

開会 午後２時００分 

 

○林会長 ただいまから第２４期宝塚市農業委員会令和３年第５回総会を開催いたします。

本日、新型コロナウイルス感染症対策のため、人数を減らした中での開催となっております。 

 本日の欠席は、１番の平塚委員さん、６番の阪上秀一委員さん、１２番の嶽委員さん、１

３番の篠木委員さん、阪上推進委員さん、辻井推進委員さん、東推進委員さん、福井推進委

員さん、和田推進委員さんでございます。 会議に必要な過半数は出席しておりますので、

第５回総会は成立しております。 

本日の議事録署名人は、９番 平井委員、１１番 上田委員にお願いいたします。 

 それでは事務局長から諸般の御報告をお願いします。 

○事務局長 （諸般の報告） 

〇林会長 それでは、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、それでは議事に入ります。 

 議案第２６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。 

 事務局から説明いたします。 

○事務局 議案第２６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５月２０日宝塚市農業委員会会長林五郎。 

 ２件ございます。１件ずつ御説明いたします。 

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

請地が、上佐曽利字南高野（地番）、地目は田、地積は１，６３４㎡、６筆の合計です。譲

受人の耕作面積は３，３２８㎡、家族人数は２名。調査書につきましては、３ページに書い

ています調査書のとおりでございます。権利の種類は、所有権。６筆の読み上げは省略させ

ていただきます。 

 続きまして、調査書を読み上げさせていただきます。 

 審査基準ですが、第２項第１号の全部効率利用につきましては、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るため、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、適用いたしません。 

 第２項第３号、信託ではないので、適用なし。 

 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

まれること。専業従事者２名でそれぞれ４０日、２０日であることから、該当しません。 

 第２項第５号、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

超えているため該当しません。 

 第２項第６号、許可申請に係る農地は所有農地であり、転貸には当たらないため該当しま

せん。 

 第２項第７号、申請地は、水稲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
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じないものと考えられます。なお、５月１０日事務局１名、農業委員会会長、農業委員会会

長代理、農業委員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、こちらは、法人の貸借に該当いたしませんので説明は省略いたします。 

 位置図につきましては、７ページに記載のとおりです。 

 ２件目 譲受人が、（住所）、（氏名）さん、（氏名）さん。譲渡人が、（住所）、（氏名）さ

ん、持ち分２分の１。（住所）、（氏名）さん、持ち分２分の１。申請地が、上佐曽利字香合

北林（地番）、外１５筆、地目は田と畑、地積の合計が１３，５２４㎡、１６筆の合計。譲

受人の耕作面積はゼロ、家族人数は２人。調査書につきましては、５ページに記載のとおり

です。後ほど御説明いたします。権利の種類は所有権。申請地の詳細につきましては説明を

省略させていただきますが、字名のみ御説明いたします。上佐曽利字香合北林、香合新田宇

中筋、香合新田字東、香合新田宇東谷、香合新田宇東林。平成３０年に（市名）から宝塚市

に転入されて、現所有者から作業受委託により野菜を生産されておられます。 

 調査書の御説明をさせていただきます。５ページをお願いいたします。 

 第２項第１号につきましては、譲渡人の了解を得ている農地は譲受人が耕作しており、保

有している農機具の能力等の状況等からみて、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、該当しません。 

 第２項第２号、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、必要日数についても、農作業に従事すると見込まれるため、該当しません。 

 第２校第５号、当該地区の下限面積３０ａを超えているため、該当いたしません。 

 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、畑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。 

 こちらも法人ではございませんので、６ページ目の説明は割愛いたします。 

 当該地の位置図は、８ページにございます。 

○林会長 ありがとうございました。説明は終わりました。 

 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。 

○平井委員 特に問題ありません。 

○林会長 ありがとうございます。 

 その他農業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、採決いたします。 

 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２７号、農地法第５条第１項の規定による許可申請の件について議題

といたします。 

○事務局 議案第２７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、
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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５月２０日宝塚市農業委員会会長林五郎。 

 １０ページ目御覧ください。 

 申請人は、譲受人が、（住所）、（氏名）さん。譲渡人は、（住所）の（氏名）さんです。申

請地は、波豆字谷田東掛（地番）、外１筆です。地目は田、地積は２筆計で４１０㎡となっ

ています。耕作者は（氏名）さんです。転用目的は、露天資材置場で、造成期間は許可の日

から１００日間、建設期間は造成完了から３０日間となっています。権利の種類は所有権で

す。その他としまして、農振農用地の区域外の農地です。それで、申請地は、波豆字谷田東

掛（地番）、田、２４１㎡と、同じく１２番２、田、１６９㎡となっています。 

 添付書類としまして、全部事項証明書、水利組合及び自治会長同意書、隣地農地同意書、

事業計画書、資金計画書、委任状となっております。 

 位置図は１１ページを御覧ください。 

 １２ページに、土地利用計画図がございますので、御確認をお願いいたします。 

 以上です。 

○林会長 ありがとうございました。説明は終わりました。 

 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。 

 上田委員。 

○上田委員 （氏名）はこの今回所有権に当たる土地の申請地に別荘をお持ちだということ

ですので、日常的に管理ができるということで、その辺は問題ないかと思っております。 

 ただ１つ事務局さんにお願いしたいところがあるのですが、実際この位置図、昨日（氏名）

さんの司法書士さんからいただいた書類と図面が少し違っています。そうなると、この１０

ページの地積のほうの数値も変わるのではないかと思いますので、その辺見直しをしてい

ただければと思います。 

 意見は以上です。 

○林会長 ありがとうございます。 

 他の農業委員、何か本件に関しまして、御質問、御意見等ございますか。 

○今里委員 累積の見直しだけでいいですか。 

○上田委員 図面が少し不足しているようですので、面積が変わってくると思います。 

○林会長 面積が違うということかな。 

○事務局 恐らくですが、この申請をされたときの位置図に沿ってこの１１ページの網掛

けをしていますが、実際の現地調査で見た区画と少しずれがあるようで、登記の数値と確認

して、必要であれば書き直します。申請者にも説明して対応させてもらえたらと思います。 

○林会長 上田委員それでよろしいですか。 

○上田委員 はい。 

○林会長 もう一度しっかり面積は確認するということで進めてまいりたいと思います。 

 ほかに何か御意見はございますか。 

 特にないようでしたら、採決いたします。 

 農業法第５条第１項の規定による許可申請の件について、県に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。 
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 全員が賛成ですので、県に進達することといたします。 

 続いて、議案第２８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 議案書１３ページをお願いします。 

 議案第２８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。令和３年

５月２０日宝塚市農業委員会会長林五郎。 

 １４ページをお願いします。 

 全部で４件ございます。 

 １番、境野字白井田（地番）。地目、田。面積、３，１１３㎡。貸主、（氏名）さん。借主、

（氏名）。始期は、令和３年５月３１日から、終期は令和１３年５月３１日まで。対価は、

年間３１，１３０円です。 

 ２番目、白井田５６番。田。３，１１３㎡。同じ場所ですが、一旦、（氏名）が借りられ

たところを、今度は貸主として、（氏名）という方に貸されるという計画でございます。始

期、終期も同じく、令和３年、令和１３年５月３１日。金額も同じく、３１，１３０円。 

 次、３番目と４番目も同じです。 

 一旦、（氏名）が借り受けて、別の方に貸されるという計画ですが、地番が、波豆湯谷東

掛（地番）。地目は、田。１，３９１㎡。３番目の貸主が、（氏名）さん。借主が、（氏名）。 

 ４件目の貸主が、（氏名）で、借主が、（氏名）。それで、こちらも同じく、始期令和３年

５月３１日、終期令和１３年５月３１日。それで、対価のほうは共に、年間２７，８２０円

でございます 

 １件目、２件目の場所が１５ページに、３件目、４件目の場所が１６ページに記載されて

おります。 

○林会長 説明は終わりました。 

 農業委員さん、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２９号、農業委員会の適正な事務実施の件を議題といたします。 

 宝塚市農業委員会が令和２年度行ってきた自己評価と、今年度活動する計画案です。事務

局から御説明願います。 

○事務局 議案第２９号、農業委員会の適正な事務実施の件、別紙のとおり、「農業委員会

の適正な事務実施について」令和２年度の目標及び達成に向けた活動の点検・評価及び令和

３年度の活動計画について御審議願います。令和３年５月２０日宝塚市農業委員会会長林

五郎。 

 農業委員会事務の実施状況等の公表について、令和２年度の目標及びその達成に向けた
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活動の点検・評価令和３年度の目標及びその達成に向けた活動計画について、令和３年第５

回総会にて御説明し、第６回の総会にて決定後、宝塚市農業委員会のホームページに掲載い

たします。 

 まず、令和２年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価について、１８ページお

願いします。 

 １８ページについては、農林業センサス２０２０、一部公表がまだ間に合っていない速報

値ですので、２０１５及び農政課担当から聴取しましたデータを入力しています。 

 昨年度より、認定農業者については１名増。認定新規就農者についても１名増。集落営農

組織についても１名増になっています。 

 担い手への農地の利用集積・集約化について、集約面積は昨年度より５ヘクタール増えま

した。よって目標の３０ヘクタールを達成することができました。 

 集積率は、９％いかないぐらいです。国のほうは８０％を目標にとのことなので、まだま

だの状況です。 

 目標達成に向けて農地パトロール、その他の意向調査、農地利用相談により集積目標達成

できました。 

 新規参入の状況です。 

 切畑で１経営体が新規参入されました。目標の３経営体を達成できませんでした。 

 遊休農地の現状ですが、昨年度より１．４５ヘクタール増加しました。農地の再生があっ

たものの、草刈り等の肥培管理に止まる農地があり、まだ遊休農地再発された農地が見受け

られたため、昨年度より増加しました。 

 活動実績としては、農会長、農業委員との会合、８月に農地パトロールを行いました。 

 違反転用はございませんでした。 

 ２３ページにつきましては、昨年度の農地法３条に基づき、許可事務について１６件と記

載されていますが、２４件の誤りです。修正いたします。 

 農地転用に関する許可申請事務につきましては５件ありまして、全て進達されました。う

ち２件は、許可に至りませんでした。 

 管内の農地所有的確法人は、下佐曽利に１組織ございます。それで、毎年報告をいただい

ております。 

 農地の権利移動については、非農地証明、３条申請、利用権１８条解約の件数で、５３件

と記載されていますが、こちらにつきましても、７２件と改めさせていただきます。 

 こちらにつきましては、宝塚市事務報告書にて報告させていただきます。 

 総会の議事録は、個人情報を隠してホームページへ公表しております。また、今回の活動

評価についても、６月の決定後ホームページで公表する予定です。 

 次に、令和３年度の目標及びその達成に受けた活動計画について、２６ページをお願いし

ます。 

 こちらにつきましては、農業委員会の現状で先ほどと一緒です。 

 担い手への農地の利用集積・集約化について、現状３１．９１ヘクタールで、３３ヘクタ

ールを目標と定め、うち１ヘクタールを新規集積面積といたします。 

 令和３年度の新規参入者については、２経営体の１ヘクタールを目標とします。 

 現状の遊休農地面積５ヘクタールで、０．５ヘクタールの解消を目標に設定します。引き

続き、農地パトロール、農地転用現地調査のときに、代表農業委員による周辺目視及び地域
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担当農業委員の随時パトロールにより、解消に努めることといたします。 

○林会長 ありがとうございました。事務局のほうから御説明がございました。 

 農業委員の方で、何か本件に関しまして御質問、御意見等ございますか。 

○林会長 特にないようですので、採決いたします。 

 農業委員会の適正な事務実施の件について、事務局が提示したものを農業委員会案とす

ることに賛成の方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、農業委員会案として承認とします。 

 続いて、報告事項に移ります。 

 報告第３２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、御説明お願いいたします。 

○事務局 報告第３２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。令和３年５月２０日宝塚市農業委員会会長林五郎。 

 ３０ページ目を御覧ください。 

 届出者は、（住所）の（氏名）さんです。届出地は、安倉中５丁目（地番）、地目は田、地

積は１３３㎡です。耕作者は、（氏名）さんです。転用目的は、宅地、造成期間、建設期間

共に未定で、構造は木造２階建てです。その他としまして、水利組合の同意書がございます。 

 位置図は、３１ページ、建物の計画は、３２ページにございますので、御確認下さい。 

○林会長 ありがとうございます。説明は終わりました。 

 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。 

 塚本委員。 

○塚本委員 特に問題はないと思います。 

○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３３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。 

 事務局から御説明いたします。 

○事務局 報告第３３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５月２０日宝塚市農業委員会会長林五郎。 

 ３４ページお願いいたします。 

 １件ございます。 

 譲受人が、（住所）、（氏名）。譲渡人が、（住所）、（氏名）さん。届出地が、中筋９丁目（地

番）、地目は、田。地積は、４０１㎡。転用目的が、貸資材置場。造成期間は、令和３年６

月３０日から３０日間。権利の種類は所有権。その他としまして、水利組合の同意書、隣接

農地の同意書が添付されております。 

 令和３年２月２８日付で生産緑地行為制限が解除されております。 

 位置図は３５ページ、計画図は３６ページにございます。 

 以上です。 
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○林会長 ありがとうございました。報告は終わりました。 

 地区担当農業委員の御意見をお伺いしたいと思います。 

 今里委員。 

○今里委員 特に問題はないと思います。 

○林会長 ありがとうございます。 

 その他農業委員で何か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３４号、農地法第１８条第１項第２号の規定による

届出の件を報告いたします。 

 事務局から御説明お願いいたします。 

○事務局 報告第３４号、農地法第１８条第１項第２号の規定による届出の件。別紙のとお

り、農地法第１８条第１項第２号の規定による届出があり、農地法第１８条第６項の規定に

よる通知をしましたので、報告します。令和２年５月２０日宝塚市農業委員会会長林五郎。 

 当事者としまして、賃貸人、（住所）、（氏名）さんです。賃借人は、（住所）、（氏名）です。

所在地が、上佐曽利字南高野（地番）、外４筆。地目は、田。地積は、１，１６２㎡、５筆

の合計になります。合意が成立した日が、令和３年４月３日で、土地の引き渡し時期は、令

和３年４月３０日となっております。その他としまして、賃貸借契約の解除。それで、該当

農地は、南高野（地番）、田、２２８㎡。南高野（地番）、田、３４６㎡。南高野（地番）、

田、３６１㎡。南高野（地番）、田、１５０㎡。南高野（地番）、田、７７㎡となっておりま

す。 

 位置図は３９ページにございますので、御覧ください。 

○林会長 ありがとうございました。報告は終わりました。 

 地区担当農業委員の御意見をお伺いしたいと思います。 

 平井委員。 

○平井委員 特に問題はないと思います。 

○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３５号、使用貸借契約の合意解約による届出の件を

報告いたします。 

 事務局から説明お願いいたします。 

○事務局 報告第３５号、使用貸借契約の合意解約による届出の件。別紙のとおり、使用貸

借契約の合意解約による届出がありましたので、報告します。 

 農地使用収益権の合意解約、当事者が賃貸人、（住所）、（氏名）。賃借人、（住所）、（氏名）。

場所が、上佐曽利字南高野（地番）。地目は田。地積は４７２㎡。合意成立が令和３年の４

月３日。土地の引き渡し時期が、令和３年４月３０日。その他としまして、こちらは、使用

貸借契約の解除となっております。 

 位置図は、４２ページにございます。 

○林会長 ありがとうございました。報告は終わりました。 

 地区担当農業委員の御意見をお伺いしたいと思います。 

 平井委員。 

○平井委員 特に問題ないと思います。 

○林会長 ありがとうございます。 
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 その他農業委員で何か御意見、御質問等ございますか。 

 特にないようですので、最後に報告３６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願いの件を報告いたします。 

 事務局から御説明いたします。 

○事務局 報告３６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３年５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）。農業経営期間、平成３０年４月５日から令和３年４

月６日。耕作面積、１，１３７㎡。納税猶予農地は、合計２筆ございます。中筋５丁目（地

番）、外１筆。全て自作地で、合計１，１３７㎡。証明年月日は、令和３年４月６日。その

他につきましては、省略させていただきます。 

 位置図につきましては４６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）。平成３０年３月１６日から令和３年４月２１

日。耕作面積、２，９５７㎡。納税猶予農地につきましては、合計７筆。中筋３丁目（地番）、

全て自作地で、合計２，９５７㎡。証明年月日は、令和３年４月２１日。位置図につきまし

ては４７ページ、４８ページの斜線の部分になります。 

 続きまして３番、（住所）、（氏名）。農業経営期間、令和２年１２月２４日から令和３年４

月１３日。耕作面積、５１８㎡。１筆で御殿山２丁目（地番）。自作地で５１８㎡です。証

明年月日は、令和３年３月１３日。 

 位置図につきましては４９ページです。 

 続きまして、４５ページ、４番、申請人、（住所）、（氏名）。農業経営期間、平成３０年４

月１９日から令和３年４月７日。１筆で、平井５丁目（地番）、自作地です。証明年月日は、

令和３年４月７日。 

 位置図につきましては５０ページになります。 

 続きまして、５番、申請人、（住所）、（氏名）。農業経営期間、平成３０年３月２０日から

令和３年４月２日。耕作面積は、３，８４２㎡。納税猶予農地につきましては、４筆ござい

まして、山本野里１丁目（地番）、外３筆。全て自作地で、合計３，８４２㎡。証明年月日

は、令和３年４月２日。 

 位置図につきましては５１ページになります。 

 続きまして６番、申請人、（住所）、（氏名）。農業経営期間、平成３０年４月１２日から令

和３年４月１５日。耕作面積は、１，３９５．９７㎡。合計２筆。口谷西３丁目（地番）、

外１筆。合計、１，３９５．９７㎡です。証明年月日は、令和３年４月１５日。 

 位置図につきましては５２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４件、報告５件について審議等は終了いたしま

した。 

 

 

閉会 



 宝塚市農業委員会 

  

以上、会議の内容を記載し、相違ないことを認証する 

 

 

 

１０番（会長）  林 五 郎 

 

９番      平井 公雄 

 

１１番     上田 健  


