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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６回議事録 

 

１．日  時  令和３年（2021年）６月１８日（金）14時 00分～15時 00分 

 

２．場  所  宝塚市役所 特別会議室 

 

３．委員定数  １３人 

 

４．出席委員  １０人 

１番 

４番 

５番 

６番 

７番 

平塚 三郎 

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 

中西 惠子 

平井 公雄 

林 五郎 

上田 健 

嶽 広行 

５．欠席委員   

    ２番 今里委員 ３番 阪上 勝弥委員 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   

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３０号  非農地証明届の件 

 

２ 議案第３１号  農地法第３条第１項の規定による許可申請の件 

 

３ 議案第３２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３３号  農業委員会の適正な事務実施決定の件 

 

５ 報告第３４号  「農地等の利用の適正化の推進に関する指針」決定の件 
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６ 報告第３３号  農地法第４条第１項第８号の規定による届出の件 

 

７ 報告第３４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 

 

８ 報告第３５号  農地の一時転用使用終了の届出の件 
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令和３年 第６回宝塚市農業委員会 総会 

                        日時：令和３年６月１８日 

開会 午後２時００分 

 

○林会長 令和３年第６回の総会に御出席ありがとうございます。本日は、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、２番今里委員、３番阪上勝弥委員、１３番篠木委員。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につきましては、１番平塚委員、１２番嶽委員のお二人にお願いしま

す。 

それでは事務局から諸般の報告をお願いします。 

○事務局 （諸般の報告） 

○林会長 ありがとうございます。 

 それでは、報告は終わりました。何か本件につきまして、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、議案審議に移ります。 

 議案第３０号 非農地証明願の件を議題とします。 

 事務局から説明をお願いします。 

○事務局 議案第３０号 非農地証明願の件。別紙のとおり、非農地証明願がありましたの

で、御審議願います。令和３年６月１８日、宝塚市農業委員会会長 林五郎。 

 ２ページをお願いします。 

 願出人が、（住所）、（氏名）さん。土地が、境野字土道ノ橋（地番）、（地番）、地目

はそれぞれ田、地積は７０㎡と１６４㎡。所有者は（氏名）さん。農地でなくなった時期と

現況ですが、昭和４４年以前より宅地として利用。証明を必要とする理由、地目変更登記の

ため。その他としまして、昭和４４年国土交通省国土地理院空中写真記録証明書が添付され

ております。場所につきましては、３ページに記載をしております。 

 以上です。 

○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。 

 中西瞳委員さん。 

○中西瞳委員 特に問題はありません。 

○林会長 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、採決したいと思います。 

 非農地証明願の件について、証明することに賛成の農業委員は挙手をお願いします。 

（挙手） 

○林会長 ありがとうございます。 

 全員賛成ですので、証明することといたします。 

 続きまして、議案第３１号 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議

題といたします。 

 事務局から御説明をお願いいたします。 

○事務局 議案第３１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、
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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６

月１８日、宝塚市農業委員会会長林五郎。 

 ５ページを御覧ください。今回は４件ございます。 

 まず１件目、譲受人の方が、（住所）、（氏名）さんで持分２分の１です。譲渡人の方が、

（住所）、（氏名）さんで持分２分の１です。申請地は、玉瀬字北谷（地番）、地目は田、

地積は９５㎡です。譲受人の耕作面積は５，５９２㎡、家族人数は２名です。調査書につい

ては後ほど御説明させていただきます。権利の種類は、所有権。その他のところ、所有権が

（氏名）さん、持分２分の１。（氏名）さん、持分２分の１となっております。 

 調査書については、７ページを御覧ください。 

 審査基準としまして、全部効率利用の項目ですが、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と見込まれる。 

 第２項第２号ですが、譲受人は個人であるため適用ございません。 

 信託についても適用ございません。 

 農作業常時従事についても、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

見込まれています。 

 下限面積について、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３０

アールを超えております。 

 転貸についても、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。 

 地域調和の項目ですが、申請地は、野菜の栽培及び玉瀬営農組合と作業受委託して、飼料

用の作物、イネＷＣＳ用として営農予定です。 

 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、６月７日事務局１名、農業委員会会長、農業委員会会

長代理が申請者の立会いの下、申請地並びにその周辺農地の利用状況等を確認しておりま

す。 

 以上、農地法第３条第２項各号の不許可事項に該当しないため、許可の要件を全て満たし

ていると考えます。 

 続いて、２件目です。 

 譲受人の方が、（住所）、（氏名）さんで持分２分の１。譲渡人の方が、（住所）、（氏

名）さんで持分２分の１となっております。申請地は、玉瀬字茶屋ノ下（地番）、地目は田、

地積は９５㎡です。譲受人の耕作面積は７，７２１．５８㎡、家族人数は２名となっており

ます。調査書は後ほど御説明させていただきます。権利の種類は、所有権。その他の欄、申

請地は読み上げたとおりです。所有権が（氏名）さん、持分２分の１。（氏名）さん、持分

２分の１となっております。 

 調査書ですけれども、９ページを御覧ください。 

 全部効率利用の項目ですが、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。 

 譲受人は個人であるため、農地所有適格法人以外の法人の適用はございません。 

 ３番目の項目ですが、信託ではないので適用ございません。 

 第２項第４号は、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
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込まれます。 

 下限面積について、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３０

アールを超えております。 

 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。 

 地域調和の欄ですが、申請地は水稲、野菜、果樹の栽培として利用する予定。そのほかは、

玉瀬営農組合と作業受委託し営農予定とのことです。 

 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、６月７日事務局１名、農業委員会会長、農業委員会会

長代理が申請者の立会いの下、申請地並びにその周辺農地の利用状況等を確認しておりま

す。 

 以上、農地法第３条第２項各号の不許可事項に該当しないため、許可の要件を全て満たし

ていると考えます。 

 続いて１０ページですけれども、譲受人は個人の方で、該当しませんので割愛いたします。 

 ３件目、６ページをお願いいたします。 

 申請人の方、譲受人の方が、（住所）、（氏名）さん。譲渡人の方が、（住所）、（氏名）

さんです。申請地は、宝塚市安倉北（地番）、（地番）、地目は田、地積はそれぞれ１６７

㎡と２３㎡です。譲受人の耕作面積は９，４１６㎡、家族人数は７名となっております。調

査書は後ほど御説明させていただきます。権利の種類は、使用貸借権となっております。位

置図については１７ページを御覧ください。 

 調査書の１１ページを御覧ください。 

 使用貸借権の設定というところで、全部効率利用については、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。 

 農地所有適格法人以外の法人も、譲受人は個人であるため適用はございません。 

 信託についても、信託ではございませんので適用ありません。 

 農作業常時従事についても、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

見込まれています。 

 続いて、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は安倉の地区に

なりますので１０アール、こちらを超えております。 

 転貸についても、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。 

 地域調和の欄ですが、申請地は、野菜の栽培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、６月７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下、申請地並びにその周辺農地の利用状況等を確

認しております。 

 以上、農地法第３条第２項各号の不許可事項に該当しないため、許可の要件を全て満たし

ていると考えます。 

 １２ページについても、譲受人の方は個人の方で該当しませんので割愛します。 

 最後４件目ですけれども、６ページを御覧ください。 

 譲受人の方が、（住所）、（氏名）さん。譲渡人の方が、（住所）、（氏名）さんです。

申請地は、宝塚市上佐曽利字大瀬（地番）、ほか５筆ございます。地目は田、地積が１０，



宝塚市農業委員会 

 

３０２㎡、６筆の合計となっております。譲受人の耕作面積は１３，８７０㎡、家族人数は

４名となっております。調査書は後ほど御説明させていただきます。権利の種類は、所有権

となっております。その他の欄、申請地ですが宝塚市上佐曽利字大瀬（地番）、田、４７６

㎡。上佐曽利字馬正面（地番）、田、１，２６０㎡。上佐曽利字北馬正面（地番）、田、３，

０１９㎡。同じく（地番）、田、３，１８３㎡。上佐曽利字西辻ノ下（地番）、田、１，２

９９㎡。上佐曽利字大垣内（地番）、田、１，０６５㎡となっております。位置図は１８ペ

ージにございます。 

 調査書ですけれども、１３ページを御覧ください。 

 全部効率利用の項目ですけれども、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ています。 

 農地所有適格法人以外の法人も、今回は個人であるため適用ございません。 

 信託についても、信託ではございませんので適用ございません。 

 農作業常時従事についてですが、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ています。 

 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３０アール

を超えております。 

 転貸ですが、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。 

 地域調和の項目ですが、申請地は、水稲、野菜、花きの栽培として利用する予定。 

 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、６月７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下、申請地並びにその周辺農地の利用状況等を確

認しております。 

 １４ページについては、譲受人の方は個人の方で該当しませんので割愛させていただき

ます。 

 以上、農地法第３条第２項各号の不許可事項に該当しないため、許可の要件を全て満たし

ていると考えます。 

 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。 

 地区担当農業委員の御意見でございますが、５ページの１、２の関係は私が担当です。こ

れは区画整備の際に、ため池が（氏名）と（氏名）に共有物であり、正規の換地された時点

ではいわゆる従前地換地になり、当然２名の形で入ってきます。要するに１枚の田んぼによ

り近くするための等価交換だということで御了解願いたいと思います。 

 それでは、次に３番塚本委員。 

○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。 

 ４番は平井委員ですが、これも私と中西会長代理、また木村係長と同行しました。圃場は

水稲が植えられており、きちんと整備がされています。また、引き受ける方は、上佐曽利の

中でも青年的な形の中で百姓もされている方なので、特に問題はなかろうと思います。 

 その他、農業委員で何か御意見、御質問はありますか。 

○事務局 ４番ですが、平井委員から「特に意見はございません」とコメントもいただいて
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おります。 

○林会長 それでは、何も御質問等ないようでございますので、先ほどの案件につきまして

採決したいと思います。 

 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。 

 続いて、議案第３２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。 

 事務局から説明をお願いします。 

○事務局 議案書１９ページをお願いします。 

 議案第３２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

６月１８日、宝塚市農業委員会会長 林 五郎。 

 ２０ページをお願いします。 

 全部で６件ありますが、全て、貸主、（氏名）さん、借主、（氏名）さんでございます。 

 番号５番から１０番まで順番に読み上げさせていただきます。 

 ５番、大原野下橋（地番）。地目、田。１，２０３㎡。貸し借りの始期、終期は令和３年

６月１日から令和８年５月３１日まで。対価は６筆で年間６万円。始期、終期、対価につき

ましては全て一緒ですので、以降読み上げは省略させていただきます。 

 ６番、大原野炭屋（地番）。地目、田。１，１９１㎡。 

 ７番、大原野宮本（地番）。地目、田。２，３９５㎡。 

 ８番、大原野大中（地番）。地目、田。２，６４２㎡。 

 ９番、大原野下照（地番）。地目、田。３２４㎡。 

 １０番、大原野歩行谷（地番）。地目、田。２７８㎡。 

 以上、６筆でございます。 

 以上です。 

○林会長 説明は終わりました。 

 農業委員、何か質問等ありますか。 

 特にないようでございますが、本件につきましては（氏名）委員に関連性がございます。

（個人情報）の案件になり、参与の制限がありますので、一旦退出をお願いいたします。 

（（氏名）委員、退出） 

○林会長 それでは、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、意見なしと回答いたします。 

 それでは（氏名）委員、入ってください。 
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（中西 瞳委員、入室） 

○林会長 続いて、議案第３３号 農業委員会の適正な事務実施決定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

局から御説明をお願いいたします。 

○事務局 失礼します。 

 議案第３３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

活動計画決定について、御審議願います。令和３年６月１８日、宝塚市農業委員会会長林五

郎。 

 農業委員会事務実施状況等の発表については、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、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回総会にて御説明させていただきました。今回、第６回総会にて決定させていただき、兵

庫県への報告及び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、２４ページか

ら御説明させていただきます。 

 ２４ページについては、農林業センサス２０２０、２０１５及び農政課担当より聴取しま

した。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１名増、集落営農組織１

増になっています。 

 ２５ページをお願いします。 

 担い手への農地の利用集積・集約化について、集積面積は昨年度より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。国は８０％を目標にとのことなので、まだまだな状況です。目標達成に向けて

農地パトロール、その後の意向調査、農地利用相談により集積面積達成ができました。 

 ２６ページをお願いします。 

 新規参入の状況ですが、昨年度切畑で１経営体が新規参入されました。目標３経営体を達

成できませんでした。農政課の新規就農担当者との連携を図ったが、新規就農希望者の増加

が図れませんでした。 

 ２７ページをお願いします。 

 遊休農地の状況ですが、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、また遊休農地再発した農地が見受けら

れたため、昨年度より増になりました。活動実績としては、農会長と農業委員との会合、８

月に農地利用状況調査を行いました。 

 ２８ページをお願いします。 

 違反転用はございませんでした。 

 ２９ページをお願いします。 

 昨年度の農地法第３条に基づく許可事務については、２４件全て許可されました。農地転

用に関する許可申請事務については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。 

 ３０ページをお願いします。 

 管内の農地所有適格法人は、下佐曽利に農地営農をしている組織がございまして、毎年報
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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３条、利用権１８条の解約。件数で７２件です。宝塚

市事務報告書にて報告させていただきます。 

 ３１ページをお願いします。 

 総会の議事録は、個人情報を隠してホームページで公表しております。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向けた活動計画について、３２ページをお願いし

ます。 

 農業委員会の状況を示しておりまして、先ほどと同じです。 

 ３３ページをお願いします。 

 担い手への農地の利用集積・集約化については、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。 

 ３４ページをお願いします。 

 現状、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します。 

 以上です。 

○林会長 ありがとうございました。 

 農業委員、何か御意見、御質問はありますか。 

○上田委員 ２７ページでお聞きします。２番のところの解消実績がマイナス１．４５ヘク

タールと出ていますが、評価のところを見ますと、新たな遊休農地の発生があったために数

字としては増加したとのことなので、実際に解消された農地があるのと、新たに出てきた遊

休農地があるのと、合算してこういう数字が上がっているのですが、それぞれ表に出したほ

うが活動内容が見えていいのかなと思います。 

○事務局 発表ということで。 

○上田委員 発表でもいいですし、活動内容が見えないので。目標に対して、この場合だと

いう説明が欲しい。 

○事務局 分かりました。委員に御説明させていただく総会の場では分けたデータで、来月

御報告いたします。 

○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 今、事務局が言ったように、兵庫県が決まった様式を提示していて、全国共通で、

恐らく農林水産省が作成したものだと思いますので、これをいじるということはなかなか

できないと思います。 

○上田委員 市のホームページもこれを出さないといけない。 

○事務局 そうですね。一応、全国共通の指定様式です。 

○上田委員 じゃあ、しょうがない。 

○林会長 ほかに何か質問はありますか。 

 それでは、何もないようですので、採決いたします。 

 農業委員会の適正な事務実施決定の件について、事務局が提示しましたものを農業委員
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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、この案で決定ということにさせていただきます。 

 続いて、議案第３４号 「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」決定の件を議題と

いたします。 

 事務局、説明をお願いいたします。 

○事務局 議案書の３５ページをお願いします。 

 議案第３４号 「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」決定について。別紙のとお

り、「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を決定することについて、御審議願いま

す。令和３年６月１８日、宝塚市農業委員会会長林五郎。 

 ３６ページをお願いします。 

 指針は、３年ごとに更新し、平成３０年３月に初めてつくった指針を３年後の今年度に更

新、改正しました。改正にあたり、数か月前から委員の皆様には御意見を募って、貴重な御

意見をいただきました。誠にありがとうございました。その全てではありませんですが、指

針の大枠や変更点を中心に説明いたします。 

 第１、基本的な考え方について、最適化の推進に関し、どういう方針を持つかということ

を書いています。初回の指針は、市内の南部、北部をひっくるめ全体的にこうやっていきま

しょうというくくりでしたが、委員から助言をいただき、北部と南部でそれぞれどういった

ことを取り組むかということを項目分けし、書くことになりました。 

 具体的には、第１の３段落目、北部地域におきましては「人・農地プラン」の実質化、担

い手への農地利用集積、そして経営基盤強化促進法に基づいて新規就農者の新たな担い手

の掘り起こしを盛り込みました。南部地域におきましては、伝統産業の花卉・植木のこと、

市街地に複数ございます市民農園の振興、そして今２０２０年問題、２０２２年問題と言わ

れています特定生産緑地の課題、これらを盛り込みました。 

 次、３７ページ。第２、具体的な目標と推進方法です。管内の農地面積のうち遊休農地面

積がこれだけあり、３年ごとの目標を掲げています。残念ながら、農地の面積は減っている。

当初の平成２９年４月に比べて現在令和２年４月は農地面積が減っていますが、反比例し

て遊休農地の面積は増えています。それらを解消するために３年後または６年後の目標は、

遊休農地の面積を段階を踏んで少しずつ減らしていくとしています。目標をたて、ゼロに近

い状況に近づけるというのが理想ですが、現実的ではないので、段階的に減らしていきまし

ょうという目標を立てました。状況調査や農地中間管理機構を活用した農地の貸し借りを

していますが、遊休農地の発生防止や解消の具体的な方法として、関係機関との連携などを

盛り込んでいます。 

 続きまして、３８ページをお願いします。 

 ２番、担い手への農地利用の集積・集約化についてです。集約後の面積が３年間、２９年

から令和２年までの３年間でかなり集約面積は増え、この調子で引き続き集約面積につい

ても増やしていきます。集積率も、パーセンテージでいいますと当初３％台だったのが７％、

今後は８％という形で増やせていけたらということで目標を定めました。具体的な推進方

法も遊休農地の発生防止や解消の具体的な方法の項目に書いております。「人・農地プラン」

のことや先ほどと重複しますが中間管理機構との連携といったことを盛り込みました。 
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 続きまして、３９ページですが、３番、新規参入の促進について。新規参入の促進目標と

いうことで、当初は４名だったところ法人がゼロ。現在は８名で、法人も１法人が増えてお

ります。すごくいい傾向ですので、引き続き３年ごとに段階を踏んで増やしていけるように

取り組んでいきます。面積もそれに比例して増えていますので、同じように増やせていけた

らと考えております。その具体的な方法は、関係機関との連携です。これは農業委員会だけ

ではなく、同じ農政課で新規就農者の確保の支援事業、そういったものも市の事業として行

っておりますし、県、ほかの社団法人の補助であったり、制度を使っていろんな角度からこ

ういった新規参入の促進を進めていけたらと考えています。 

 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。 

 農業委員、何か御意見、御質問ございますか。 

 特にないようですので、採決いたします。 

 「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」決定の件について、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、本案を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３７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。 

 事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局 報告第３７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６月１８日、宝塚市農業委員会会長林五郎。 

 ４１ページを御覧ください。今回は２件ございます。 

 まず１件目ですが、届出者は、（住所）、（氏名）さんです。届出地は、安倉南（地番）

と（地番）、地目は田、地積はそれぞれ７１㎡、３０１㎡です。耕作者は（氏名）さんです。

転用目的は月極駐車場となっております。造成期間は令和３年７月１日から２０日間。その

他としまして、水利組合の同意書が添付されておりました。位置図については、４２ページ

を御覧ください。 

 続きまして、２件目です。（住所）、（氏名）さんが届出者です。届出地ですが、伊孑志

（地番）、（地番）、（地番）となっておりまして、地目は畑、地積は８９㎡、１９５㎡、

４７３㎡です。耕作者は（氏名）さんです。転用目的は宅地となっておりまして、造成期間

は既に造成工事済みとなっております。施設の構造は木造瓦ぶき二階建てで、面積は１階が

７０㎡、２階が６６㎡となっております。その他としまして、水利組合同意書の添付がござ

いまして、始末書として無断で宅地として使用していた旨の記載がありましたものの添付

がございました。位置図は４４ページを御覧ください。 

 以上です。 

○林会長 ありがとうございます。説明は終わりました。 

 地区担当農業委員の御意見をお伺いしたいと思います。 

 １の関係で、塚本委員さん。 
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○塚本委員 地図を見ていただいたら分かりますが、ごみを捨てられる、肥料が臭いと言わ

れる、音がうるさい、最後は、この場所は（個人情報）。今回、農地転用の手続きができて、

ほっとしたというようなことを言われておりました。皆さんに、（個人情報）が今本当にや

りにくくなっていることだけ、説明したかった。問題は特にないと思います。 

○林会長 今、塚本委員さんがおっしゃったように、私たちも立会いしたときに言っておら

れました。周りがマンションや住宅地になり、エアポケットのような形で農用地があるとこ

ろは、本当に昔と違ってやりにくくなった。従前からやっておられた百姓という職業ですの

で、続けてほしいですが、周囲の状況が変わり、特に南部地区の方は皆さんそうだと思いま

すが、非常にやりにくくなってきたのではないかと思います。火をたけば煙が上がる、肥料

をまけば臭いと言われる。いいものを作ろうと思えば、当然焼き畑的な農業もしなくてはい

けない。肥料もまいて、土を肥やさなければいけない。臭いは出るとか、非常にやりにくい

中でのお百姓さん、御苦労だと思います。そして今、塚本委員さんがおっしゃったように、

特にあの辺り問題ないということでございます。 

 次に２番、平塚委員何か御意見ございますか。 

○平塚委員 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３８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、御説明をお願いいたします。 

○事務局 失礼いたします。 

 報告第３８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６月１８日、宝塚

市農業委員会会長林五郎。 

 ４６ページをお願いします。３件ございます。 

 １番から、申請人、（住所）、（氏名）さん。農業経営期間、平成３０年４月１４日から

令和３年５月１１日。耕作面積、６７０㎡。納税猶予農地につきましては１筆で、中筋（地

番）。自作地です。証明年月日は、令和３年５月１１日。位置図につきましては、４７ペー

ジの部分になります。 

 続きまして２番、申請人、（住所）、（氏名）さん。農業経営期間、平成３０年５月１７

日から令和３年５月１４日。耕作面積、４７５㎡。納税猶予農地につきましては１筆で、安

倉中（地番）。自作地です。証明年月日は、令和３年５月１４日。位置図につきましては４

８ページの１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５月１７

日から令和３年５月２６日。耕作面積、７，４４３．２９㎡。納税猶予農地につきましては、

合計６筆ございます。口谷東（地番）、ほか５筆。全て自作地で、７，４４３．２９㎡。証

明年月日は、令和３年５月２６日。その他は割愛させていただきます。位置図につきまして

は４９ページの斜線の部分になります。 

 以上です。 

○林会長 ありがとうございました。報告は終わりました。 
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 農業委員で、何かこの件につきまして御意見、御質問等ございますか。 

 特にないようですので、最後に報告第３９号 農地の一時転用使用終了の届出の件を報

告いたします。 

 事務局から説明をお願いします。 

○事務局 議案書の５０ページをお願いします。 

 報告第３９号 農地の一時転用使用終了届の件。別紙のとおり、農地の一時転用使用終了

の届出がありましたので、報告します。令和３年６月１８日、宝塚市農業委員会会長林五郎。 

 ５１ページをお願いします。 

 届出者、（住所）、（氏名）。場所は、玉瀬字川端（地番）。地目は田。地積、７８０㎡

のうち２００㎡。転用の目的が工事事務所、資材置場、駐車場でした。権利の種類は使用貸

借権。この案件は、令和２年１１月９日付で（個人情報）の架け替え工事に伴う工事事務所、

資材置場、駐車場の設置として、一時転用(使用賃貸借契約)届出を受理しました。工事が無

事に令和３年３月３１日に終わりましたので、この場所を農地に復旧したため終了届出の

提出を受けたものです。 

 場所は５２ページに記載がございます。 

 以上です。 

○林会長 ありがとうございました。 

 これも地区担当の農業委員として、私のところです。これは書いてあるとおり、（個人情

報）の架け替え工事のための工事用事務所、また資材置場として一時使われたということで。

もう既に、３月３１日には元の状態に戻されておりました。特に問題はございません。 

 その他、農業委員で何かこの件につきまして御意見、御質問等ございますか。 

 特にないようなので、これをもちまして、令和３年第６回総会を閉会いたします。 

 

 

 

閉会 

  

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 
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