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平成３０年 第４回 真庭市農業委員会総会 議事録 

 

１．開催日時 平成３０年４月１０日（火） 

午前１０時００分から午前１１時３３分 

２．開催場所 本庁舎 ２階 大会議室 

３．出席委員（１８人） 

会長   19番 矢谷光生 

  職務代理 18番 石原誉男 

  農業委員  1番 福原泰治  3番 小山正男  4番 長鉾忠明   5番 中山克己 

6番 松本正幸  7番 池田 実   8番 神谷泰行  9番 綱島孝晴 

10番 山懸将伸   11番 古林久和  12番 小田明美   13番 新田 孝 

14番 曲 美樹  15番 武村一夫   16番 中島寛司   17番 樋口昌子 

４．欠席委員（１人） 

  農業委員  2番 妹尾宗夫 

５．議事日程 

  日程第１ 議事録署名委員の指名について 

  日程第２ 議案第16号  農地法第３条の規定による許可申請書の審議について 

  日程第３ 議案第17号 農地法第４条の規定による許可申請書の審議について 

  日程第４ 議案第18号 農地法第５条の規定による許可申請書の審議について 

  日程第５ 議案第19号 農地法第４条の規定による許可に係る農地転用事業計画変更 

の審議について 

  日程第６ 議案第20号 農用地利用集積計画の決定について 

日程第７ 議案第21号 農用地利用配分計画案に係る意見について 
日程第８ 議案第22号 平成２９年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価 

（案）の決定について 

日程第９ 議案第23号 平成３０年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）の 
決定について 

日程第10 報告第９号 農地の形状変更に係る届出について 
日程第11 報告第10号 電気事業者の行う特別高圧送電線鉄塔用地取得に伴う農地転 

用届出について 

日程第12 報告第11号 農地法第１８条第６項の規定による農地の貸借の合意解約に 
ついて 

日程第13 報告第12号 農地法第３条の規定による許可に係る取り止めについて 

その他 

６．農業委員会事務局職員 

  事務局長 佐藤敏明  主幹 下平直勲  主事補 梶原千裕  藤田美紀 
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７．会議の概要 
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（午前１０時００分 開会） 

 

事務局長  皆さんおはようございます。 

ただいまから平成３０年４月総会を開催いたします。 

それでは、会長より挨拶をお願いいたします。 

会 長   皆さんおはようございます。 

いい季節になってまいりましたけど、このあたりでは桜が終わりましたけ

ど、北部のほうはまだこれからというところもあろうかというふうに思いま

す。寒の戻りということで雪が降ったと、北部のほうは大変だったというふ

うに思います。稲作のほうもかなりいろいろ準備が進んでいるんだろうとい

うふうに思います。いよいよことしも始まるんだなという感じがしておりま

す。 

市役所のほうでも４月１日をもって異動ということで、農業委員会のほうも

大きく変わったというところでございます。事務局長、それから事務局２

人、合わせて３人の方がかわりました。その後、事務局長、５年ぶりに農林

に、農業委員会のほうに戻ってきていただいたということで、非常に内心安

心もしております。農政局のほうにも行かれておりまして、去年から市役所

のほうに帰ってこられたということで、非常に真庭の農業問題、農政等に非

常に詳しいので、非常に楽しみにしております。農業振興課と農業委員会、

非常に近いというか、一緒の課でありますから、ここはいかに力を合わせて

やるかということが真庭の農政に係っているんだろうというふうに思いま

す。しっかりと皆さん意見を出していただいて、地域の声を農政、真庭の農

政にしっかり生かしていただくような政策をとっていただければというふう

に思います。協力して推進委員さん、農業委員さん、協力して１年間頑張り

たいというふうに思いますので、どうかよろしくお願いいたします。 

それでは、これより４月の総会を開会したいというふうに思います。よろし

くお願いいたします。 

事務局長  ありがとうございます。 

本日の欠席委員は１名で、２番委員よりその旨通告がありましたので、ご報

告いたします。 

ただいまの出席委員は、１９名中１８名で、定足数に達しておりますので、

４月総会は成立いたしております。 

それでは、真庭市農業委員会会議規則第５条により、議長は会長が務めるこ

ととなっておりますので、以降の議事の進行は会長にお願いいたします。 

議 長   それでは、これより議事に入ります。 

本日の議事日程は、お手元に配付しているとおりでございます。 
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日程１、議事録署名委員の指名を行います。 

本総会の議事録署名委員は、会議規則第３５条の規定により、議長において

指名させていただくことにご異議ございませんか。 

＜「異議なし」の声＞ 

議 長   それでは、議事録署名委員は、１番委員、３番委員を指名いたします。 

日程２、議案第１６号、農地法第３条の規定による許可申請書の審議につい

てを議題といたします。 

それでは、番号１について、事務局の説明をお願いいたします。 

主事補   はい、議長。 

議 長   はい、事務局。 

主事補   議案第１６号、農地法第３条の規定による許可申請書の審議について。 

１ページをお開きください。 

本日審議していただく案件は１３件でございます。農地法第３条第２項の各

号におきましては、申請書によって審議しました結果、全件とも該当しない

ため、許可要件の全てを満たしていると考えます。 

番号１でございますが、北房の譲渡人が、同じく北房の譲受人に、申請農

地、田４筆２，４２３．５３㎡を、贈与によります所有権の移転の申請でご

ざいます。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、６番委員さんから説明をお願い

いたします。 

６番委員  議長。 

議 長   はい、６番委員。 

６番委員  ６番です。 

権利移転にするこの事案につきまして、推進委員さんが調査に行っていただ

きました。 

権利移転する事由の詳細でございますが、譲渡人は土地所有者ではあります

が、耕作は所有者の夫が長年にわたり申請地で稲作や家庭菜園に取り組んで

こられました。自身の労力不足により、みずから耕作することに負担を感

じ、譲受人に利用権設定により賃借しておりました。今回利用権設定の契約

満了に伴い、申請地の譲渡の話がまとまり、譲受人が申請地を贈与により取

得するものです。 

譲渡人の耕作状況等ですが、譲受人は主業農家として農業に従事しておりま

す。譲受人に話を聞いたところ、現在耕作している農地のほかに近隣の方々

からの農地も依頼され、利用権設定による貸借の申請手続中であり、譲受人

は地域の担い手として農業に意欲的に取り組んでおり、取得後も引き続き意

欲的に農業に従事すると思われます。その他指摘事項はございません。よろ
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しくお願いいたします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号２について、事務局の説明をお願いいたします。 

主事補   番号２でございますが、市外の譲渡人が、相手方の要望によりまして、北房

の譲受人に、申請農地、畑１筆１７５㎡を、売買によります所有権の移転の

申請でございます。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、１２番委員さんから説明をお願

いいたします。 

１２番委員 議長。 

議 長   はい、１２番委員。 

１２番委員 １２番です。 

議案番号２ですけれども、４月３日、譲受人立ち会いのもとに担当推進委員

が農業委員とともに現地調査を行いました。 

まずは、事由の詳細です。譲受人、譲渡人の関係ですけれども、当該地は譲

受人が譲渡人の父から借り受けて長年耕作してきておりました。譲渡人は、

実家が譲受人と同じ集落内にありまして、このたび父親の死去に伴って当該

地の相続を行いました。しかし、譲渡人は県外在住でありまして、自分では

耕作することができないし、その意思もないので、長年耕作してきた譲受人

に譲渡の申し出を行い、このたび売買の合意が得られたものであります。 

耕作の状況でありますけれども、当該地は譲受人の住居と非常に隣接してお

りまして、耕作しておられて、管理も行き届き、非常に良好な状態を維持し

ておりました。本人は営農組合にも加入しており、日ごろから農作業に従事

しておりまして、ほかに所有する農地も含めて全ての農地を効率的に耕作し

ております。地域周辺の農業者との協力関係についても従来からやっており

ましたけれども、今後も円滑に行っていける状況にあります。不耕作目的で

ないのはもう明らかであります。その他指摘事項というのはありません。 

以上のとおり、問題はないと思われますので、よろしくご審議お願いいたし

ます。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号３と番号４の案件については関連がありますので、一括し

て事務局の説明をお願いいたします。 

主事補   番号３、４について、去る１月総会において許可となった案件ですが、申請

者が許可日までに亡くなったため取り下げを行い、相続人により再度申請が

出されたものです。 

番号３でございますが、落合の譲渡人が、同じく落合の譲受人に、申請農

地、畑１筆１５１㎡を、交換によります所有権の移転の申請でございます。 
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また、番号４ででございますが、落合の譲渡人が、同じく落合の譲受人に、

申請農地、畑１筆１２３㎡を、交換によります所有権の移転の申請でござい

ます。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、１１番委員さんから説明をお願

いいたします。 

１１番委員 議長。 

議 長   はい、１１番委員。 

１１番委員 １１番です。 

まず、議案番号３番について、推進委員さんからの報告書をいただいており

ますので、読み上げたいというふうに思います。 

権利移転の事由の詳細でありますけども、事務局のほうからも関連がありま

したけども、３番、４番合わせて、同じ事由でありますので合わせて報告さ

せていただきます。譲受人と譲渡人は同じ地区の方でありまして、３年前の

国土調査で双方の土地所有権が入れかわっている、違うことが判明がされま

した。双方協議の上、所有権を移転するものであります。 

まず、番号３番の耕作状況でありますが、譲受人は現在夫婦で農業に従事し

ておられます。譲受人に話を聞いたところ、現在所有している農地について

は全て耕作を行っており、また耕作機器、トラクター、田植え機等を所有さ

れておりまして、今後も必要な農作業に従事すると認められます。その他指

摘事項はありません。 

番号４番ですけども、譲受人の耕作状況ですが、譲受人は現在同じく夫婦で

農業に従事されておられます。現在所有している農地については全て耕作を

行っており、また耕作農機、トラクター、田植え機等を所有されておりまし

て、今後も必要な農作業に従事すると認めますので、よろしくお願いしたい

と思います。その他指摘事項はありません。審議方よろしくお願いいたしま

す。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号５について、事務局の説明をお願いいたします。 

主事補   番号５でございますが、市外の譲渡人が、相手方の要望によりまして、落合

の譲受人に、申請農地、田１筆３２２㎡、畑１筆１７２㎡を、売買によりま

す所有権の移転の申請でございます。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、１１番委員さんから説明をお願

いいたします。 

１１番委員 議長。 

議 長   はい、１１番委員。 

１１番委員 はい、１１番です。 
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議案番号５について、推進委員さんのほうからの報告書をいただいておりま

す。去る３０日に、譲受人立会のもとに現地調査を行っておられます。 

事由の詳細でありますが、譲渡人は現在岡山市のほうで家を建てておられま

して、地元に帰ることはなく、５年前から譲受人が農地を借り受け耕作をさ

れてる状況であります。譲渡人の母の死亡を機に、譲受人と売買の話がまと

まりまして、譲受人が申請地を取得するものであります。 

耕作状況でありますが、夫婦と子供と３人暮らしで兼業農家として行ってお

られます。農機具一式を所有しておられまして、所有してる農地のほかに作

業受託もされておりますし、申請地の取得後も必要な農作業に従事されると

認められます。その他指摘事項はありません。審議方よろしくお願いいたし

ます。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号６について、事務局の説明をお願いいたします。 

主事補   番号６でございますが、市外の譲渡人が、相手方の要望によりまして、落合

の譲受人に、申請農地、田１筆７７８㎡を、売買によります所有権の移転の

申請でございます。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、１５番委員さんから説明をお願

いいたします。 

１５番委員 はい、議長。 

議 長   はい、１５番委員。 

１５番委員 はい、１５番です。 

議案番号６番につきまして、３月３０日に譲受人立ち会いのもと、現地確認

を行いました。 

利用権設定する事由の詳細ですけども、譲渡人は市外に住居を構えておりま

して、今後当地に帰る予定がなく、長年譲受人が賃借により耕作していた申

請地を、このたび売買の話がまとまり申請を行うものでございます。 

譲受人の耕作状況ですけども、譲受人は譲受人と妻で農業に従事しておりま

す。現在所有している農地は一部作業を委託しておりますけども、全て耕作

を行っており、農機具等も全て所有しております。また、申請地取得後も必

要な農作業に従事すると認められます。その他指摘事項はございません。 

以上のとおり、耕作状況及び事業日数等についても問題ないと思いますの

で、審議方よろしくお願いいたしたいと思います。 

以上です。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号７について、事務局の説明をお願いいたします。 

主事補   番号７でございますが、落合の譲渡人が、市外の譲受人に、申請農地、田２
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筆２，０６７㎡を、贈与によります所有権の移転の申請でございます。ご審

議方よろしくお願いします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、同じく１５番委員さんから説明

をお願いいたします。 

１５番委員 はい、議長。 

議 長   はい、１５番委員。 

１５番委員 議案番号７番ですけども、これも去る３月３０日に譲受人、また譲渡人の親

族の立ち会いのもと、現地確認を行いました。 

権利移転設定する事由の詳細ですけども、譲渡人と譲渡人は親戚関係にな

り、申請地は長年譲受人が利用権設定により賃借をしておりましたが、譲渡

人が高齢と親族の方で耕作する方がいないということで、このたび贈与によ

る権利移転の話がまとまり申請を行うものであります。 

譲受人の耕作状況ですけども、譲受人は現在市外に住んでいますけども、農

繁期には譲受人と譲受人の実家に住んでおられます息子さん夫婦の３人で農

業に従事しております。現在所有している農地は全て耕作を行っており、農

機具等ももみすり機まで全て所有して意欲的に、水稲が主ですけども、農作

業に従事しております。申請地取得後も必要な農作業、それから従事すると

認めますし、その他指摘事項もございません。 

以上のとおり、耕作状況及び事業日数等問題ないと思いますので、審議方よ

ろしくお願いいたします。 

以上です。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号８について、事務局の説明をお願いいたします。 

主事補   番号８でございますが、落合の譲渡人が、同じく落合の譲受人に、申請農

地、田５筆８，２０２㎡、畑２筆４２５㎡を、贈与によります所有権の移転

の申請でございます。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、１６番委員さんから説明をお願

いいたします。 

１６番委員 はい、議長。 

議 長   はい、１６番委員。 

１６番委員 はい、１６番です。 

議案番号８について、３月３１日に推進委員さんと申請人立ち会いのもと、

現地確認を行いました。 

権利移転設定する事由の詳細についてですが、譲受人と譲渡人は親子です。

譲受人は市内の会社に勤務しながら四十数年間父の農業を手伝ってきており

ました。譲受人は数年前にこの会社を定年退職して、それ以降は専業で農業
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経営に励んでおりました。譲渡人の父も高齢となり、体力的にも農作業が厳

しくなってきたため、ここで権利を譲受人に渡すことにしたものです。 

続きまして、譲受人及び世帯員の耕作状況についてですが、譲受人は夫婦及

び両親とで稲作、野菜の栽培をしております。米はＪＡまにわへ、そして野

菜はきらめきの里へ出荷しております。農機具はトラクター、コンバイン、

田植え機、耕運機、管理機及び動力運搬車等所有をしております。一部の農

作業は委託しておりますが、申請地の取得後も今まで同様に農業経営に励ん

でいくものと認められます。その他指摘等事項は特にありません。審議方よ

ろしくお願いいたします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号９について、事務局の説明をお願いいたします。 

主事補   番号９でございますが、落合の譲渡人が、相手方の要望によりまして、勝山

の譲受人に、申請農地、田１筆９５６㎡を、売買によります所有権の移転の

申請でございます。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、１６番委員さんから説明をお願

いいたします。 

１６番委員 はい、議長。 

議 長   はい、１６番委員。 

１６番委員 はい、１６番です。 

議案番号９について、３月３１日に譲受人と話をして、４月３日に譲渡人と

立ち会いのもと、現地確認を行いました。 

権利移転設定する事由の詳細についてですが、譲受人は高齢による労力不足

のため、申請地で長年稲作を行ってこられませんでした。みずから耕作する

ことが困難なため、譲受人を探していたところ、譲受人と売買の話がまとま

り、申請地を取得するものです。 

続きまして、譲受人及び世帯員の耕作状況についてですが、譲受人は兼業農

家であり、夫婦で農作業をされています。農機具はトラクター、管理機、田

植え機、バインダー、ハーベスターを所有をしております。申請地の取得後

も農作業に励んでいくものと認められます。その他指摘事項は特にありませ

ん。審議方よろしくお願いいたします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号１０について、事務局の説明をお願いいたします。 

主事補   番号１０でございますが、久世の譲渡人が、同じく久世の譲受人に、申請農

地、田７筆９，０６６㎡、畑５筆１，１３３㎡を、贈与によります所有権の

移転の申請でございます。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、５番委員さんから説明をお願い
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いたします。 

５番委員  議長。 

議 長   はい、５番委員。 

５番委員  ５番です。 

譲渡人、譲受人とともに、３月３１日に所在について説明を聞きました。 

権利移転をする事由でございますけれども、譲渡人が高齢になったため、体

力的に不安が生じるということで、同居する長男に権利移転を行うものでご

ざいます。 

譲受人は、会社勤めを行いながら今までも譲渡人と一緒になって農業を行っ

ており、農機具も全て保有しておりますので、今後も水稲、小豆を中心に耕

作、栽培を行っていくということでございます。また、譲渡人もできる範囲

で農作業を手伝っていくということでございますので、問題はないと考えら

れます。このようなことから、権利移転はやむを得ないと考えられます。審

議の方よろしくお願いいたします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号１１について、事務局の説明をお願いいたします。 

主事補   番号１１でございますが、中和の譲渡人が、相手方の要望によりまして、同

じく中和の譲受人に、申請農地、田１筆７６１㎡を、売買によります所有権

の移転の申請でございます。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、１４番委員さんから説明をお願

いいたします。 

１４番委員 議長。 

議 長   はい、１４番委員。 

１４番委員 １４番です。 

番号１１について調査した結果をご報告いたします。 

去る４月２日に譲受人、譲渡人立ち会いのもと、地区担当推進委員と現地に

て調査を行いました。 

権利移転設定する事由の詳細ですが、譲渡人は高齢により、申請地には農作

物等は作付しておらず、草刈り、耕転等の自己保全管理をしており、売却を

考えていたところ、譲受人の申請地の西側に、ことし４月に自宅、陶芸工房

等の建築予定で申請地を購入したいとの希望があり、このたび話がまとまり

申請されたものです。 

譲受人の世帯、耕作状況についてですが、譲受人は昨年春に中和湯の谷地区

にある旧職員住宅に妻と２人で入居し、農業を手伝いながら陶芸家としても

活動をしておられます。ことしは農地利用権設定を結び、約４，９００㎡と

本申請地７６１㎡を耕作予定で、主に大豆、小麦を作付予定との説明でござ
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いました。農機具等については現在所有しておりませんが、少しずつ購入予

定で、当面は昨年手伝いをした農家の農機具等を借りる予定との説明でござ

いました。今後も農業に従事すると思われます。その他指摘事項はございま

せん。審議のほどよろしくお願いします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号１２について、事務局の説明をお願いいたします。 

主事補   番号１２でございますが、市内の譲渡人が、相手方の要望によりまして、八

束の譲受人に、申請農地、田１筆７２７㎡を、売買によります所有権の移転

の申請でございます。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、４番委員さんから説明をお願い

いたします。 

４番委員  はい、議長。 

議 長   はい、４番委員。 

４番委員  はい、４番です。 

この案件につきましては、４月４日に譲受人立ち会いのもと、担当推進委員

さんが現地調査を行っておりますので、ご報告させていただきます。 

譲受人と譲渡人の関係ですが、譲渡人は以前譲受人の近隣に住んでおり、知

人関係でありました。譲渡人は、現在兵庫県に住んでいるということから、

申請地の管理ができず、処分を検討しておりましたところ、このたび譲受人

と売買の話がまとまったということでございます。 

譲受人の耕作状況ですが、兼業農家であり、譲受人及びその両親を主に農業

を行っております。譲受人に話を聞きましたところ、現在所有している農地

については全て耕作を行っており、また申請地取得後も必要な農作業に従事

すると認められます。その他指摘事項は特にありませんので、審議方よろし

くお願いします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号１３について、事務局の説明をお願いいたします。 

主事補   番号１３でございますが、川上の譲渡人が、参加法人への出資等によりまし

て、同じく川上の農地所有適格法人である譲受人に、申請農地、田６筆６，

６４２㎡、畑６筆１１，６９１㎡を、売買によります所有権の移転の申請で

ございます。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、１８番委員さんから説明をお願

いいたします。 

１８番委員 議長。 

議 長   はい、１８番委員。 

１８番委員 １８番です。 
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この件につきまして、担当委員の調査を報告させていただきます。 

３月２７日に譲受人、譲渡人双方立ち会いのもと、現地調査をされておりま

す。 

所有権移転の詳細ですが、譲受人が牛舎を建設する折、国庫から借入金があ

り、その際譲渡人の申請地が担保となりました。今回担保から外れるに当た

り、当該農地の牧場への所有権移転がその条件となったために所有権移転を

行うものであります。 

続きまして、譲受人の耕作状況ですが、牧場は家族４人で運営されており、

乳牛１３０頭、牧草地３０ヘクタールと比較的大規模であります。申請地も

現時点で牧草地として利用されており、所有権移転後も現状と同じと認めら

れます。 

上記のとおり、耕作状況については問題ないと思われますので、よろしくお

願いいたします。その他指摘事項は特にありません。 

議 長   ありがとうございました。 

以上をもちまして事務局及び地元委員さんからの説明を終わらせていただき

ます。 

これより質疑に入ります。 

質問のある方は挙手でお願いいたします。 

質疑はございませんか。 

＜「質疑なし」の声＞ 

議 長   質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を打ち切ります。 

これより議案第１６号を採決いたします。 

お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございません

か。 

＜「異議なし」の声＞ 

議 長   異議なしと認めます。 

よって、議案第１６号、農地法第３条の規定による許可申請書の審議につい

ては、原案のとおり可決されました。 

続きまして、日程３、議案第１７号、農地法第４条の規定による許可申請書

の審議についてを議題といたします。 

番号１について、事務局の説明をお願いいたします。 

主 幹   議案第１７号、農地法第４条の規定による許可申請書の審議について。 

本日、審議していただく案件は４件でございます。 

４ページをお開きください。 

番号１でございます。番号１は追認案件でございます。 
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申請人（久世）は、申請地、畑３筆３７３㎡に、申請人（久世）の父が建設

していた納屋を増築し、農業用倉庫及び進入路、農作業用地として転用する

ものでございます。申請人は農地法を理解しておらず、許可を得ないまま農

業用倉庫の増築や農作業用地として造成しており、今後このようなことがな

いよう反省し、顛末書が添付してあります。農地区分は２種農地と判断され

ます。添付書類は、土地利用計画図、被害防除計画書が添付されています。

申請地周辺に影響を受ける農地はございません。ご審議方よろしくお願いい

たします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、５番委員さんから説明をお願い

いたします。 

５番委員  議長。 

議 長   はい、５番委員。 

５番委員  ５番です。 

番号１でございますけれども、追認案件でございます。 

申請人と４月１日に現地を確認し、詳細について説明を聞きました。 

転用しようとする事由でございますけれども、申請人の娘婿が２世帯住宅を

建設するということで、５条のほうにまた出てきますけれども、それを計画

していたところ、今ある作業場や農機具庫がまだ転用されてないことがわか

り、今回の転用申請ということになりました。申請人の父ももう十何年も前

に亡くなっており、その経緯については申請人もよくわからないんでござい

ますけれども、相続の際にもう少し確認をしていればと十分反省して、今回

顛末書も出しております。申請地の位置でございますけれども、県道久世鏡

野線を大津神社から北東へ約８００ｍで、栄進牧場から北西へ５００ｍのと

ころに位置しております。東は自宅と畑、西側は申請人の畑、南側は県道、

北側は申請人の自宅と畑であります。周辺農地の影響でございますけれど

も、周辺の農地は全て申請人の所有であり、追認案件ということでございま

したので問題はないと考えられます。このようなことから転用はやむを得な

いものと考えられますので、審議方よろしくお願いいたします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号２について、事務局の説明をお願いいたします。 

主 幹   番号２でございます。 

申請人（八束）は、水利用が不便なため、申請地、田１筆２，５６９㎡をか

さ上げし、畑として利用するために一時転用するものでございます。農地区

分は農振農用地と判断されますが、農振農用地の例外許可基準、次のア及び

イの要件を満たす一時転用に該当しています。転用に伴う費用は、県が行う

しゅんせつ工事発生残土を利用し、県が施工するため費用はかかりません。
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添付書類は、土地利用計画図、被害防除計画書が添付されています。申請地

周辺に影響を受ける農地はございません。ご審議方よろしくお願いいたしま

す。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、４番委員さんから説明をお願い

いたします。 

４番委員  はい、議長。 

議 長   はい、４番委員。 

４番委員  はい、４番です。 

番号２につきましては、４月４日に申請人立ち会いのもと、担当委員が現地

確認をしておりますので、ご報告させていただきます。 

転用しようとする事由の詳細ですが、申請地はもともと周りの土地より低い

ところにありました。また、旭川沿いの国道３１３号線の工事の影響で申請

地の北側が高くなるということから、申請地をかさ上げして畑として利用す

るということであります。申請地の位置ですが、石油店の西側約５０ｍに位

置します。周囲の状況は、東西が田、南が農道、北が田。周辺農地への影

響、その他指摘事項等も特にございませんので、審議方よろしくお願いいた

します。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号３と番号４の案件については関連がありますので、一括し

て事務局の説明をお願いいたします。 

主 幹   番号３、番号４でございます。 

番号３、番号４は関連がありますので、一括して説明させていただきます。 

申請人（八束）は、営農型太陽光発電設備を設置するため、申請地、田２筆

４，０５３㎡のうち、２４．９６㎡を一時転用するものでございます。な

お、下部の農地に百目柿を植栽するものです。農地区分は農振農用地と判断

されますが、農振農用地の例外許可基準、仮設耕作物の設置その他一時的な

利用であって、農業振興地整備計画の達成に支障を及ぼすおそれがないもの

に該当していると考えます。転用に伴う費用は、建物施設４，２０４万円。

費用の内訳として、自己資金４，２０４万円。添付書類は、土地利用計画

図、平面図、営農型発電設備の設計図、下部の農地における営農計画書、被

害防除計画書が添付されています。申請地周辺に影響を受ける農地はござい

ません。ご審議方よろしくお願いいたします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、４番委員さんから説明をお願い

いたします。 

４番委員  議長。 

議 長   はい、４番委員。 
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４番委員  はい、４番です。 

番号３と４につきましては、申請人が同一でありますし、農地も近いことか

ら一括しご説明させていただきます。 

本案件につきましては、４月２日、申請人立ち会いのもと、担当推進委員が

現地調査をしておりますので、ご報告させていただきます。 

転用しようとする事由の詳細でございますが、転用面積は太陽光パネルの基

礎部分の面積でありまして、営農型太陽光発電設備を設置するために申請が

上がっております。作物は、柿の作付を予定しているということでございま

した。申請地の位置ですが、八束ふるさとふれあい特産館より南西約４００

ｍの場所に位置しております。周囲の状況ですが、３につきましては東が

田、西が牧草地、南が畑、北が市道、４につきましては東が市道、西が農

道、南が市道、北が自宅というふうになっております。周辺農地への影響で

ございますが、隣地所有者の同意も得ているということでございまして、影

響はないと考えられます。その他指摘事項も特にございませんので、審議方

よろしくお願いいたします。 

議 長   ありがとうございました。 

以上をもちまして事務局及び地元委員さんからの説明を終わらせていただき

ます。 

これより質疑に入ります。 

質問のある方は挙手でお願いいたします。 

質疑はございませんか。 

＜「質疑なし」の声＞ 

議 長   質疑なしと認めます。 

これより議案第１７号を採決いたします。 

お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございません

か。 

＜「異議なし」の声＞ 

議 長   異議なしと認めます。 

よって、議案第１７号、農地法第４条の規定による許可申請書の審議につい

ては、原案のとおり可決されました。 

続きまして、日程４、議案第１８号、農地法第５条の規定による許可申請書

の審議についてを議題といたします。 

番号１について説明をお願いいたします。 

主 幹   はい、議長。 

議 長   はい、事務局。 

主 幹   議案第１８号、農地法第５条の規定による許可申請書の審議について。 
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本日審議していただく案件は６件でございます。 

６ページをお開きください。 

番号１でございます。 

譲受人（北房）は、申請地、畑２筆３０１㎡を、譲渡人（市外）から譲り受

け、近隣から駐車場として貸与してほしい旨の要望があり、略式の露天駐車

場とするため転用申請するものでございます。農地区分は２種農地と判断さ

れます。転用に伴う費用は、土地造成８万円。費用の内訳として、自己資金

８万円。添付書類は、土地利用計画図、平面図、被害防除計画書が添付され

ています。申請地周辺に影響を受ける農地はございません。ご審議方よろし

くお願いいたします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、６番委員さんから説明をお願い

いたします。 

６番委員  議長。 

議 長   はい、６番委員。 

６番委員  ６番です。 

議案番号１番につきまして、４月５日に譲受人にお話を聞きながら現地確認

をいたしました。 

譲受人は、２年前に譲渡人から隣接する家屋を購入しております。その際に

この農地も購入しておりましたが、駐車場がないため、このたび転用、整地

して駐車場として利用するものです。申請地の位置ですが、譲受人の自宅南

側に隣接して、２枚の畑があります。周囲の状況ですが、１枚の畑が東側は

お堂、西が道路、南道路、北自宅となります。もう一枚のほうが、東道路、

西川、南がお堂で、北が住宅となっております。隣接する農地はなく、周囲

のうちへの影響は全くありません。その他指摘事項もございません。ご審議

方よろしくお願いいたします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号２について、事務局の説明をお願いいたします。 

主 幹   番号２でございます。 

譲受人（落合）法人は、自社が行う工事により出る廃材の露天資材置場とし

て使用するため、田１筆３５１㎡を、譲渡人（落合）から譲り受け、転用申

請するものでございます。農地区分は１種農地と判断されますが、１種農地

の転用許可基準の住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において住居する

者の日常生活上または業務上必要な施設で集落に接続して設置されるものに

該当すると考えられます。転用に伴う費用は、土地購入１００万円、土地造

成８０万円。資金の内訳として、自己資金１８０万円。添付書類は、土地利

用計画図、平面図、被害防除計画書が添付されています。申請地周辺に影響
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を受ける農地はございません。ご審議方よろしくお願いいたします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、１０番委員さんから説明をお願

いいたします。 

１０番委員 議長。 

議 長   はい、１０番委員。 

１０番委員 １０番です。 

番号２につきまして、去る３月３１日に譲受人の立ち会いのもと、現地調査

を行いました。 

転用しようとする事由につきましては、譲受人は、事業拡張に伴う事務所周

辺での露天の資材置場兼駐車場用地を探していたところ、現在の駐車場隣接

地の所有者である譲渡人との売買の話がまとまり、資材置場兼駐車場として

活用するものでございます。申請地の位置ですが、鹿田道の駅醍醐の里から

南西方向に約８００ｍ、国道３１３号線南側沿いに位置したところでござい

ます。周囲の状況につきましては、東側が現在の駐車場、西側が田、南側が

田、北側が国道３１３号となっております。周辺農地への影響につきまして

は、隣接農地については既に転用についての承認を得ており、また今回の転

用内容での農地等への影響はないと思われます。その他指摘事項は特にあり

ません。 

以上のとおり、本案件につきましては問題はないと思われますので、審議方

よろしくお願いいたします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号３について、事務局の説明をお願いいたします。 

主 幹   ７ページをごらんください。 

番号３でございます。 

譲受人（久世）は、親元に帰り、分家として新たに住宅の建築をし、その敷

地として使用するため、申請地、田１筆４００㎡を、譲渡人（久世）から譲

り受け、住宅を建築するため転用するものでございます。農地区分は１種農

地と判断されますが、１種農地の転用許可基準の住宅その他申請に係る土地

の周辺の地域において住居する者の日常生活上または業務上必要な施設で集

落に接続して設置されるものに該当すると考えられます。転用に伴う費用

は、土地造成１５０万円、建物施設２，８５０万円。費用の内訳として、借

入金３，０００万円。建ぺい率は２９％。添付書類として、土地利用計画

図、平面図、立面図、被害防除計画書が添付されています。申請地周辺に影

響を受ける農地はございません。ご審議方よろしくお願いいたします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、１５番委員さんから説明をお願

いいたします。 
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１５番委員 議長。 

議 長   はい、１５番委員。 

１５番委員 はい、１５番です。 

議案番号３番につきまして、４月１日に譲渡人の立ち会いのもと、現地確認

を行いました。 

転用しようとする事由の詳細ですけども、譲受人と譲渡人は親子の関係で、

譲受人は現在市内のアパートに住んでいますけども、このたび譲受人の結婚

を機に実家に帰ることになったのですけども、実家の建物が老朽化が進み、

親子で話し合った結果、新たに自己住宅を建築することになり、申請を行う

ものでございます。申請地の位置ですけども、申請地は譲渡人の自宅から３

０ｍほど離れた場所にあり、旧ＪＡまにわの美川支所から北に１キロほど入

った中一色集落の中央付近に位置しております。周辺の状況ですけども、東

側は水路を挟んで市道、西側が畑、南側が田、北側が市道となっておりま

す。周辺地域への影響ですけども、申請地に隣接した農地がありますけど

も、本申請は一般的な個人の住宅であり、日照、通風等に支障を来すことは

ないと思われます。また、地域の水利組合には、住宅に転用するための同意

を得ております。その他指摘事項はございません。 

以上のとおり、本案件につきましては転用はやむを得ないものであり、周辺

農地への影響についても問題ないと思われますので、審議方よろしくお願い

いたしたいと思います。 

以上です。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号４について、事務局の説明をお願いいたします。事務局。 

主 幹   番号４でございます。 

譲受人（落合）は、自宅に隣接する申請地、田１筆１０２㎡を、譲渡人（久

世）から贈与を受け、駐車場とするため転用申請するものでございます。農

地区分は１種農地と判断されますが、１種農地の転用許可基準の住宅その他

申請に係る土地の周辺の地域において住居する者の日常生活上または業務上

必要な施設で集落に接続して設置されるものに該当すると考えられます。転

用に伴う費用は、現状のまま使用するためかかりません。添付書類は、土地

利用計画図、被害防除計画書が添付されています。申請地周辺に影響を受け

る農地はございません。ご審議方よろしくお願いいたします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、１６番委員さんから説明をお願

いいたします。 

１６番委員 はい、議長。 

議 長   はい、１６番委員。 
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１６番委員 はい、１６番です。 

議案番号４番について、３月３１日に推進委員さんと一緒に現地調査してき

ました。 

転用しようとする事由の詳細ですが、譲受人と譲渡人は兄弟です。譲受人は

三十数年前より父より譲り受けた現住所に家を建てて生活をしております。

市外に出ている子供が自動車で帰省したり、将来的には同居も考えて駐車ス

ペースを広げることを考えておりました。家を建てるときに、同時期に父よ

り譲り受けた家の前の田を転用して駐車場にしようと思ったところ、兄であ

る譲渡人の名義になっていました。このことを譲渡人に相談したところ、快

く承諾していただき、譲受人が申請地を取得するものです。申請地の位置で

すが、申請地は真庭市立久世中学校の西約２００ｍの位置にあります。周辺

の状況、周辺農地への影響ですが、西が水路です。北側が申請人の住宅で

す。東側と南側が譲渡人の田で、同意を得ております。本申請は一般的な個

人の露天駐車場であり、日照、通風等に支障を来すことはないと思われま

す。その他指摘等は特にありません。審議方よろしくお願いいたします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号５について、事務局の説明をお願いいたします。 

主 幹   ８ページをお開きください。 

番号５は、追認案件でございます。 

譲受人、使用借人（久世）は、現在両親と同居していますが、子供の成長に

伴い手狭になったため、使用貸人（久世）の申請地、畑１筆３３㎡を借り受

け、居宅に転用するものです。申請人は農地法を理解しておらず、許可を得

ないまま車庫兼物置を建築していました。今後このようなことがないよう反

省し、顛末書が添付してあります。申請地は、２種農地と判断されます。こ

の転用に伴う費用は、建物施設２，３００万円。資金の内訳として、自己資

金８００万円、借入金１，５００万円。建ぺい率は３８％。添付書類とし

て、土地利用計画図、立面図、平面図、被害防除計画書が添付されておりま

す。申請農地周辺に影響を受ける農地はございません。ご審議方よろしくお

願いいたします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、１番委員さんから説明をお願い

いたします。 

１番委員  議長。 

議 長   はい、１番委員。 

１番委員  はい、１番でございます。 

番号５番について報告いたします。 

去る３月３０日に使用貸人と面談し、現地調査を行いました。 
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１２月に火災が発生しまして、建物を建てかえることを準備していたとこ

ろ、宅地の一部３３㎡が畑のままで残っていることが判明したために、今回

申請するものでございます。平成２年に建築したときは、宅地造成、建築全

てを業者に任せていたために、手続はできているものと思っていたところ、

今回このようなことになっておるということで、深く反省し、顛末書も提出

されているとのことでございます。位置でございますが、いずみ久世店の駐

車場南詰より西へ約２５０ｍのところでございます。周囲の状況ですが、東

が畑、西が宅地、南が市道、北が畑でございます。周辺農地への影響でござ

いますが、平成２年より住宅が建っていましたし、周りの畑も申請人の所有

であり、建物も通常の住宅であり、周辺農地への影響はないものと思われま

す。審議のほどよろしくお願いします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号６について、事務局の説明をお願いいたします。 

主 幹   番号６でございます。 

譲受人、使用借人（市外）は、現在借家に住んでおりますが、子供の成長と

ともに手狭になったため、使用貸人（久世）の申請地、畑１筆１１０㎡を借

り受け、居宅に転用するものです。申請地は、２種農地と判断されます。こ

の転用に伴う費用は、土地造成７９０万円、建物施設５，４００万円。資金

の内訳として、自己資金１９０万円、借入金６，０００万円。建ぺい率は４

３．５％。添付書類として、土地利用計画図、立面図、平面図、被害防除計

画書が添付されております。申請農地周辺に影響を受ける農地はございませ

ん。ご審議方よろしくお願いいたします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、５番委員さんから説明をお願い

いたします。 

５番委員  議長。 

議 長   はい、５番委員。 

５番委員  ５番でございます。 

番号６番について説明させていただきます。 

使用貸人と４月１日に現地を確認し、詳細について説明を聞きました。 

使用借人と使用貸人との間は、娘婿と父親ということでございます。現在使

用借人はアパートで別居しておりますが、将来のことを考えて現在の自宅を

取り壊して、新たに２世帯住宅を建設することとなったということでござい

ます。このために宅地が少し拡大する必要があるため、隣にある畑を転用し

て宅地を確保することとなり、今回の転用申請ということになりました。申

請地の位置ですが、県道久世鏡野線で、大津神社から北東へ約８００ｍ、栄

進牧場から北西へ５００ｍのところに位置しております。東側は自宅と畑、
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西側は自宅、南側は隣の宅地、北側は畑であります。周辺農地の影響ですけ

ども、周辺の畑については全て申請人の所有のものであり、問題はないもの

と考えられます。また、近隣の承諾も得ているということでございますの

で、転用はやむを得ないものと考えられます。審議方よろしくお願いいたし

ます。 

議 長   ありがとうございました。 

以上をもちまして事務局及び地元委員さんからの説明を終わらせていただき

ます。 

これより質疑に入ります。 

質問のある方は挙手でお願いいたします。 

質疑はございませんか。 

＜「質疑なし」の声＞ 

議 長   質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を打ち切ります。 

これより議案第１８号を採決いたします。 

お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございません

か。 

＜「異議なし」の声＞ 

議 長   異議なしと認めます。 

よって、議案第１８号、農地法第５条の規定による許可申請書の審議につい

ては、原案のとおり可決されました。 

続きまして、日程５、議案第１９号、農地法第４条の規定による許可に係る

農地転用事業計画変更の審議についてを議題といたします。 

番号１について事務局の説明をお願いいたします。事務局。 

主 幹   議案第１９号、農地法第４条の規定による許可に係る農地転用事業計画変更

の審議について。 

審議していただく案件は１件でございます。 

９ページをごらんください。 

番号１でございます。 

申請人（川上）が、平成２９年８月１０日付、真農委指令第４０８号で、農

地法第４条第１項の規定による許可をした案件でございます。変更理由でご

ざいますが、農業用露天資材置場として利用する予定でしたが、冬場のこと

を考え、当初の目的と違う農業用資材倉庫を建築しました。申請人は農地法

を理解しておらず、許可を得ないまま農業用資材倉庫の建築をしており、今

後このようなことのないよう反省し、顛末書が添付してあります。また、農

地法関係事務処理要領に定められた事業計画変更に関する承認条件を満たし
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ており、変更はやむを得ないものと思われます。ご審議方よろしくお願いい

たします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、１８番委員さんから説明をお願

いいたします。 

１８番委員 議長。 

議 長   はい、１８番委員。 

１８番委員 １８番です。 

この件につきまして、事務局のほうでも説明がありましたように、露天資材

置場ということで申請を出しておりましたけれども、冬場の格納のために車

庫を建てておりますので、改めて変更申請をするものであります。申請地の

位置等は、県道中福田湯原線より西へ約２００ｍのところで、周囲は東が

畑、西が畑、南側が道路、北が道路であります。周辺農地の影響は、農業用

倉庫でありますので影響なしと思われます。その他の指摘事項はございませ

ん。よろしくお願いします。 

議 長   ありがとうございました。 

以上をもちまして事務局及び地元委員さんからの説明を終わらせていただき

ます。 

これより質疑に入ります。 

質問のある方は挙手でお願いいたします。 

質疑はございませんか。 

＜「質疑なし」の声＞ 

議 長   質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を打ち切ります。 

これより議案第１９号を採決いたします。 

お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございません

か。 

＜「異議なし」の声＞ 

議 長   異議なしと認めます。 

よって、議案第１９号、農地法第４条の規定による許可に係る農地転用事業

計画変更の審議については、原案のとおり可決されました。 

続きまして、日程６、議案第２０号、農用地利用集積計画の決定についてを

議題といたします。 

事務局より説明をお願いいたします。 

主事補   はい、議長。 

議 長   はい、事務局。 

主事補   議案第２０号について朗読いたしますので、１０ページをお開きください。 
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議案第２０号、農用地利用集積計画の決定について。 

このことについて、別紙のとおり農用地利用集積計画を定めるため、農業経

営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、その決定について審議に

付します。 

続いて、１１ページをお開きください。ここからは議案を縦にしてごらんく

ださい。 

農用地利用集積計画の表紙になっております。案といたしまして、平成３０

年４月１０日付で公告の予定でございます。 

１２ページをごらんください。 

本日上程されました農用地利用集積計画の１、利用権設定につきまして、地

目別設定面積は、田２４５，２８２㎡、畑８，４５４㎡、合計２５３，７３

６㎡でございます。 

作物別設定面積は、水稲１２６，１６４㎡、麦１，２６２㎡、大豆４６，８

７９㎡、飼料作物５８，３３８㎡、野菜１５，４４５㎡、その他としまして

果樹、地力作物５，６４８㎡です。各筆の明細につきましては、１３ページ

から１８ページにまで１７７筆ございます。 

１９ページをごらんください。 

今回は、農地中間管理機構との貸借分としまして集積計画が上がっておりま

す。地目別設定面積は、田２８，０３９㎡でございます。詳細につきまして

は、２０ページに２２筆ございます。 

以上、全件とも農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たして

いると考えます。お目通しの上、ご審議方よろしくお願いします。 

以上でございます。 

議 長   それでは、お目通しをお願いいたします。 

それでは、これより質疑に入ります。 

質問のある方は挙手でお願いいたします。 

質疑はございませんか。 

＜「質疑なし」の声＞ 

議 長   質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を打ち切ります。 

これより議案第２０号を採決いたします。 

お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございません

か。 

＜「異議なし」の声＞ 

議 長   異議なしと認めます。 

よって、議案第２０号、農用地利用集積計画の決定については、原案のとお
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り可決されました。 

続きまして、日程７、議案第２１号、農用地利用配分計画案に係る意見につ

いてを議題といたします。 

事務局より説明をお願いいたします。 

主事補   はい、議長。 

議 長   はい、事務局。 

主事補   議案第２１号について朗読いたしますので、２１ページをお開きください。 

議案第２１号、農用地利用配分計画案に係る意見について。 

このことについて、農地中間管理機構である岡山県農林漁業担い手育成財団

が中間管理権を取得した農地について、農地中間管理事業の推進にかかる法

律に基づき、市が農用地利用配分計画を作成するに当たり意見を求めてきた

ため、その内容について審議をお願いするものです。 

配分計画案については、議案書の２２ページに記載のとおり２２筆２８，０

３９㎡で、財団が実施した借り手募集に応募してきた者のうち、貸し借りの

条件が合い、マッチングが成立したものです。 

全件とも問題ないと考えます。お目通しの上、ご審議方よろしくお願いいた

します。 

以上でございます。 

議 長   それでは、お目通しをお願いいたします。 

それでは、これより質疑に入ります。 

質問のある方は挙手でお願いいたします。 

質疑はございませんか。 

＜「質疑なし」の声＞ 

議 長   はい、ないようです。 

これをもって質疑を打ち切ります。 

これより議案第２１号を採決いたします。 

お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございません

か。 

＜「異議なし」の声＞ 

議 長   異議なしと認めます。 

よって、議案第２１号、農用地利用配分計画案に係る意見については、原案

のとおり可決されました。 

続きまして、日程８、議案第２２号、平成２９年度の目標及びその達成に向

けた活動の点検・評価（案）の決定についてを議題といたします。 

事務局より説明をお願いいたします。 

主 幹   はい、議長。 
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議 長   はい、事務局。 

主 幹   それでは、２３ページの議案第２２号、平成２９年度の目標及びその達成に

向けた活動の点検・評価（案）の決定についてご説明します。 

この決定につきましては、農林水産省経営局長通知に基づきまして、全ての

農業委員会において取り組み、みずから活動の点検、評価を行うものでござ

います。 

２４ページをごらんください。 

２４ページの左側は、平成２９年３月３１日現在の農業委員会の状況となっ

ております。 

右側のページをごらんください。 

時計文字２番、担い手への農地の利用集積、集約化でございます。管内の農

地面積６，５４０ヘクタールに対しまして、これまでの集積面積１，８１４

ヘクタール、集積率は２７．７％となっております。 

２番目の平成２９年度の目標及び実績でございます。 

①の集積目標１，８１４ヘクタールに対し、集積実績１，７２５ヘクタール

ということで、達成状況は９５％となっております。 

３番目、目標の達成に向けた活動でございます。活動実績といたしまして

は、通年、随時相談業務等における農業者に対する利用権設定制度や農地中

間管理事業の周知、利用集積に向けた掘り起こしの活動を実施しました。 

４番の目標及び活動に対する評価でございます。下の枠、活動に対する評価

といたしまして、引き続き農地中間管理事業の周知を行い、農地中間管理事

業を中心に担い手への新規集積を推進していくことといたします。 

２５ページをごらんください。 

時計文字３番、新たに農業経営を営もうとする者の参入促進であります。 

平成２６年度以降の新規参入者は、２６年度が７経営体、２７年度が７経営

体、２８年度が１１経営体となっております。 

２番目、２９年度の目標及び実績でございます。２９年度の参入目標１１経

営体に対しまして、参入実績は１２経営体ということで、達成状況は１０

９％となっております。 

続きまして、２５ページ、右の時計文字４番、遊休農地に関する措置に関す

る評価でございます。 

現状、管内の農地面積６，５４０ヘクタールに対しまして、遊休農地面積が

５６ヘクタールとなっております。割合は０．８％でございます。 

３番目、２の目標の達成に向けた活動としまして、昨年１１月から１２月に

かけて、対象となる全ての農地の利用意向調査を行っています。 

４番、目標及び活動に対する評価でございますが、活動に対する評価といた
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しまして、昨年度もご意見をいただき調査方法等の改善を行っております

が、より効率的かつ正確に利用状況調査を行えるよう改善の必要があると考

えております。 

続きまして、２６ページをごらんください。 

時計文字５番、違反転用への適正な対応でございます。 

１番目、現状及び課題でございますが、違反転用は見られませんでしたが、

今後も遊休農地の増加が懸念される中、農地パトロールの実施等により早期

発見、未然防止に努めていくことといたします。 

続きまして、右側のページ、時計文字６番、農地法等によりその権限に属さ

れた事務に関する点検でございます。 

中ほどにございます申請者への審議結果の通知でございますが、申請者へ総

会等での指摘や許可条件を説明した件数１０３件、不許可処分の理由の詳細

を説明した件数はゼロ件となっております。また、一番下の枠、処理期間で

すが、標準処理期間は申請書受理から２５日と定められておりますが、平均

も２５日となっております。 

続きまして、２７ページをごらんください。 

３番目、農地所有適格法人からの報告への対応でございます。 

管内の農地所有適格法人は２０法人となっております。 

続きまして、４番目、情報の提供でございます。 

調査対象賃貸借件数は２５５件となっております。公表方法は市のホームペ

ージと、先日真庭市広報紙と一緒にお配りいたしました農業委員会だよりに

掲載させていただいているところでございます。 

続きまして、右側をごらんください。 

地域農業者等からの主な要望、意見及び対処内容となっておりますが、こち

らについては該当ございません。 

以上、簡単ではございますが、平成２９年度の目標及びその達成に向けた活

動の点検・評価（案）については以上でございます。ご審議方よろしくお願

いいたします。 

議 長   それでは、これより質疑に入ります。 

質問のある方は挙手でお願いいたします。 

質疑はございませんか。 

＜「質疑なし」の声＞ 

議 長   質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を打ち切ります。 

これより議案第２２号を採決いたします。 

お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございません
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か。 

＜「異議なし」の声＞ 

議 長   異議なしと認めます。 

よって、議案第２２号、平成２９年度の目標及びその達成に向けた活動の点

検・評価（案）の決定については、原案のとおり可決されました。 

続きまして、日程９、議案第２３号、平成３０年度の目標及びその達成に向

けた活動計画（案）の決定についてを議題といたします。 

事務局より説明をお願いいたします。 

主 幹   はい、議長。 

議 長   はい、事務局。 

主 幹   それでは、引き続きまして２８ページ、議案第２３号、平成３０年度の目標

及びその達成に向けた活動計画（案）の決定についてご説明いたします。 

それでは、２９ページをごらんください。 

右側、担い手への農地の利用集積、集約化でございます。 

１番目、現状及び課題といたしまして、管内の農地面積６，５４０ヘクター

ルに対しまして、これまでの集積面積１，７２５ヘクタールということで、

集積率は２６．４％を目標にしております。 

２番目、平成３０年度の目標及び活動計画でございますが、集積面積は１，

７２５ヘクタール、うち新規集積面積は５ヘクタールとしております。 

続きまして、時計文字３番、新たな農業経営を営もうとする者の参入促進で

ございます。 

平成２９年度新規参入者数は１２経営体となっており、２番目の平成３０年

度の目標及び活動計画による目標は１０経営体としております。 

続きまして、３０ページをごらんください。 

時計文字４番、遊休農地に関する措置でございます。 

まず１番の現状及び課題ですが、平成３０年３月３１日現在の遊休農地は４

２ヘクタールでございます。昨年の利用状況調査により、遊休農地面積につ

きましては減少してきております。 

続きまして、時計文字５番、違反転用への適正な対応でございます。 

現在のところ、違反転用の報告を要する案件は来ておりませんので、ゼロヘ

クタールということでございます。 

続きまして、２番目の平成３０年度の活動計画案でございますが、農地を農

地以外の目的に転用するには農地法による農業委員会の許可が必要であると

いうことを農業者を初め、広く市民の皆様に周知を行うとともに、違反転用

を発生しないよう年１回、市内全域を対象に農地パトロールを実施する。ま

た、日常的な農業委員会活動におきましても、周知を強化するという目標で
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ございます。 

以上でございますので、よろしくご審議のほどよろしくお願いいたします。 

議 長   それでは、これより質疑に入ります。 

質問のある方は挙手でお願いいたします。 

質疑はございませんか。 

＜「質疑なし」の声＞ 

議 長   質疑はなしと認めます。 

これをもって質疑を打ち切ります。 

これより議案第２３号を採決いたします。 

お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございません

か。 

＜「異議なし」の声＞ 

議 長   異議なしと認めます。 

よって、議案第２３号、平成３０年度の目標及びその達成に向けた活動計画

（案）の決定については、原案のとおり可決されました。 

続きまして、日程１０、報告第９号、農地の形状変更に係る届出について、

日程１１、報告第１０号、電気事業者の行う特別高圧送電線鉄塔用地取得に

伴う農地転用届出について、日程１２、報告第１１号、農地法第１８条第６

項の規定による農地の貸借の合意解約について、日程１３、報告第１２号、

農地法第３条の規定による許可に係る取り止めについて、これらにつきまし

て事務局より説明をお願いいたします。 

主事補   はい、議長。 

議 長   はい、事務局。 

主事補   ３１ページをお開きください。 

報告第９号、農地の形状変更に係る届出について、次の１件がございまし

た。添付書類もそろっていることから受理いたしました。 

番号１でございますが、届け出人及び農地の所在は八束で、田１筆１７９㎡

をかさ上げし、高低差を解消して利便性を図るものです。 

１ページお進みください。 

報告第１０号、電気事業者の行う特別高圧送電線鉄塔用地取得に伴う農地転

用届出については、次の１件がございました。添付書類もそろっております

ので、受理いたしました。 

番号１でございますが、転用事業者は、広島に本店を置く電気事業者で、所

有者及び農地所在地は久世です。田８筆３，４９１㎡のうち１，７５４．０

８㎡に、特別高圧電線用鉄塔の建てかえを行うものです。 

１ページお進みください。 
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報告第１１号、農地法第１８条第６項の規定による農地の貸借の合意解約に

ついて、次の４件がございました。添付書類もそろっていることから受理い

たしました。 

番号１でございますが、賃借人、賃貸人ともに落合です。農地の所在以降は

お目通しをお願いいたします。 

番号２でございますが、賃借人、賃貸人ともに中和です。農地の所在以降は

お目通しをお願いいたします。 

番号３でございますが、賃借人、賃貸人ともに中和です。農地の所在以降は

お目通しをお願いいたします。 

番号４でございますが、賃借人、賃貸人ともに川上です。農地の所在以降は

お目通しをお願いいたします。 

１ページお進みください。 

報告第１２号、農地法第３条の規定による許可に係る取り止めについては、

次の２件がございました。添付書類もそろっていることから受理いたしまし

た。 

番号１及び２ですが、申請人は落合です。平成３０年１月１０日付で許可を

受けましたが、許可日の直前に申請人が亡くなったため、相続人により再度

申請を行うこととするため取り止め書が提出されました。 

以上で報告案件の説明を終了いたします。よろしくお願いいたします。 

議 長   それでは、日程１０、報告第９号、農地の形状変更に係る届出について、日

程１１、報告第１０号、電気事業者の行う特別高圧送電線鉄塔用地取得に伴

う農地転用届出について、日程１２、報告第１１号、農地法第１８条第６項

の規定による農地の貸借の合意解約について、日程１３、報告第１２号、農

地法第３条の規定による許可に係る取り止めについて、これらにつきまして

質問、意見等ございましたらお願いいたします。 

ございませんか。 

１４番委員 すいません、議長。 

議 長   はい。 

１４番委員 よろしいですか。 

議 長   どうぞ、はい。 

１４番委員 ちょっと教えていただきゃあ思うんですけど、勉強不足で申しわけないで

す。 

すいません、報告の第１１号の農地の解約についてなんですけれども、これ

は解約をしてすぐにも利用権設定を新たに結ぶことができるんでしょうか、

これをちょっとお聞かせいただければ。 

主事補   はい、議長。 
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議 長   はい、事務局。 

主事補   すぐに行うことができます。 

１４番委員 ああ、そうですか、すいません。 

議 長   ほかにはございませんか。 

＜「質疑なし」の声＞ 

議 長   ないようです。 

質問、意見等がないようですので、これらの案件は報告案件でございますの

で、ご了解いただきたいというふうに思います。 

以上をもちまして本総会に付議された案件は全て終了いたしました。 

皆様方のほうから何かございませんか。 

はい、１７番委員さん。 

１７番委員 すいません、先月なんですけども、総会のときに東京のほうに行かせていた

だきました。全国から女性の農業委員の方たちが集まって、２日間勉強会も

してきたんですけども、その中ですごくショックだったのは、２日目に横浜

のほうに行かせていただきました。検疫所のほうに行かせていただいたんで

すけども、年間にそこに勉強に来られる方が、最初は少なかったんですけ

ど、ここのところ十何件、１８件だか何か、一月に１件以上ですよね、何か

あるような感じで、前は野積みに中国からの商品がされていて、私たちが見

たのはテントの中に大根と、それからキュウリがナイロン袋に入ったのが、

その外枠がしてあって見てみたんですけども、そういうものが数年たっても

全然色も変わらずにそのままあるということを教えていただきました。 

その方は組合の方だったので、自由に自分が鍵をあけて出入りされて、そこ

で私たちにお話をしていただいたんですけども。バーコード番号が４９と４

５というのが日本の番号だそうです。それからは気にしてバーコード番号を

見るようになったんですけども、その４９、４５というのも余り当てにもだ

んだんならなくなってきてるという状況がありまして、そこに全国各地のト

ラックがやってきて、地元に持って帰るそうです。皆さんが産地で旅館なん

かで食べるのはその土地のでつくられたのが食べられるそうなんです。売り

場に売ってあるのは、そこで買って帰ったやつが加工されて、そこの名品と

して売られてるらしいです。何か、何を信じていいんかわからないんですけ

ども、だからそれだけバナナにしても、何にしても、もう８０、９０％ぐら

いが、いろんな野菜がもう日本に入ってくる時代になっていて、自分の体は

自分が守るしかない、自分でつくるのが一番確実だというのを何か改めて感

じて帰らせていただいたようなわけなんです。 

やはり私たちが農業にかかわってきて、地元で何ができるかで、応援してい

けれるか、そういうことも、高齢の時代に入ってきて、新規参入の方のこと
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もそうですけども、何ができるかということをもっと考えていかなきゃいけ

ない厳しい時代に入っているなというのを何かすごく感じて帰ることができ

ました。 

あと、１２番委員さんにこの間の話をしていただきます。 

１２番委員 せんだって女性農業者意見交換会というのを実施いたしましたので、報告さ

せていただきます。 

この会は、農業にかかわる女性の意見を集結して行政につなぐことができれ

ばとの思いで、県の農業会議の指導も得まして、事務局もお世話になりなが

ら、ことしで７回目、開催したものです。 

これは、ことしは３月２０日に実施いたしました。テーマは農産加工６次化

に取り組んでみようという女性的なテーマだったんですけれども、全市全域

から２９名の方が参加してくださいました。落合、勝山、久世、美甘、蒜

山、北房、そしてＪＡまにわの女性部であるとか、ＪＡびほくの女性である

とか、広域の方が参加してくださいました。 

意見交換なんですけれども、いろいろな意見が出された中で、例えば６次化

に当たっては保健所の許可とか、そういう法的ルールをきっちりせなあかん

と、そういうことが心配やってな、そういう認識を改めるようなことのご意

見もありました。 

それからまた、これは非常の女性の方の素朴な意見だったんですけれども、

農地転用はもっと柔軟にやってほしいんですけどっておっしゃるんですね。

それに対しては、農業会議の局長が来ておりましたので、法に基づいてきっ

ちりと運用しておりますとお返事はしてくださいました。しかし、聞いてお

りますと、居住して農地を守っている素朴な者と、それから国の方針という

者との何か生活感の差というか、感覚の差というのがあるんだなあと、これ

は素朴に感じました。 

それからもう一つの意見としては、ちょっと大きな意見としては、農協と

か、生活交流グループとか、そういう組織に属していない農業者の人もいろ

んな情報を得ることができるような交流会を何らかの形でぜひ声をかけてほ

しいという強い思いが出されました。これは今後についてなんですけれど

も、女性農業者は個々には頑張っておられます。でも、やっぱり男性の方と

比較しますと、とても情報を得る機会といいますか、それから、そのご自身

の知見を発表する場というのは少ないのが現状です。現状です。その中で、

本当は女が生き生きと活動しとればその地域は元気になるという感覚でもっ

て、この会がそんな力の一つになればと思って、またこれからもやっていこ

うと思っております。委員の皆様のご理解とご協力をまたぜひよろしくお願

いしたいと思いまして、ご報告差し上げました。 
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以上です。 

議 長   ありがとうございました。 

１７番委員 すいません、先週の金曜日の皆さんがとっておられる新聞の一番最後のペー

ジに報告の文章を農業者会議が出してくれてますので、よかったらまた見て

やってください。 

議 長   はい、わかりました。 

ほかにはございませんか。 

＜「なし」の声＞ 

議 長   事務局のほうから。 

事務局長  特には。 

議 長   よろしいですか。 

＜「なし」の声＞ 

議 長   それでは、以上をもちまして本総会に付議された案件は全て終了いたしまし

たので、ここで閉会したいというふうに思います。 

次回５月総会は５月１０日木曜日の午前１０時からですので、よろしくお願

いいたします。５月１０日は歓送迎会が後予定しておりますので、皆さんよ

ろしくお願いいたします。 

（午前１１時３３分 閉会） 

 

 


