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平成３０年 第６回 真庭市農業委員会総会 議事録 

 

１．開催日時 平成３０年６月１２日（火） 

午前１０時００分から午前１０時４０分 

２．開催場所 本庁舎 ３階 大会議室 

３．出席委員（１６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  2番 妹尾宗夫  3番 小山正男  4番 長鉾忠明   

  5番 中山克己  6番 松本正幸  8番 神谷泰行  9番 綱島孝晴 

10番 山懸将伸   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   

４．欠席委員（３人） 

  農業委員  7番 池田 実  11番 古林久和  17番 樋口昌子 

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30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31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32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33号 農用地利用集積計画の決定について 

日程第６ 報告第15号 農地改良に係る届出について 
日程第７ 報告第16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 

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 

７．会議の概要 

  



－2－ 

（午前１０時００分 開会） 

 

事務局長  皆さんおはようございます。 

定刻より若干早うございますが、全員おそろいということで、ただいまから

平成３０年６月総会を開催させていただきます。 

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。ご苦労さまです。 

４月の終わりから田植えが、真庭地区は始まったわけですけど、大分終わり

に近づいたんじゃないかとなというふうに思います。苗代もみてると代満と

いうのが昔からありましたけど、私たちのところではもうそういうあれはし

なくなりました。昔の懐かしい行事だというふうにも思っております。一息

つける時期だろうというふうに思いますけど、なかなか野菜とか果樹の方は

これからが本番になるだろうというふうに思います。頑張っていかなければ

というふうに思います。 

５月３０日に、毎年行われておりますけど、全国の農業委員会会長大会とい

うのがあります。岡山県から事務局とともに３０人ほどで出席してまいりま

した。ことしは１０月で大体全国の農業委員会全てが新しい体制に入るとい

うことでございまして、農地の最適化をしっかりとことしは進めてくれえと

いうことが決議されたわけでございます。農地中間管理機構としっかりと連

携、連帯とりながらやっていかなければならないというふうにも思っており

ます。 

そういうことで、６月５日の日本農業新聞のほうで報道されておりましたけ

ど、農地中間管理機構が借り受けた農地を農家負担なしで基盤整備する事業

が今年度から始まるということでございました。２０１８年度は、１６道県

３３地区が活用することがわかったということでございます。非常に中山間

地、小さい農地、また排水の悪い農地、たくさんあるわけでございまして、

担い手に回せといってもなかなか受け手がないというのが現状でございま

す。こういう事業が始まったということは、非常に我々としては喜ばしいな

あというふうに思っております。いろんな制約がありまして、中山間地など

は５ヘク以上で申請ということになっております。なかなかそこら辺が難し

いところもあるかと思いますけど、水田から野菜等の畑作へということもあ

りまして、しっかりとそこらの事業を活用してできたら農地も動くんじゃな

いかというふうに思っております。市のほうにもしっかりと今後対応してい

ただきたいなというふうに思います。 

そういうことで、６月の総会を開催したいというふうに思います。どうかよ

ろしくお願いいたします。 
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事務局長  ありがとうございました。 

本日の欠席委員は３名でございます。７番委員、１１番委員、１７番委員、

３名よりその旨通告がありましたので、ご報告いたします。 

ただいまの出席議員は、１９名中１６名で、定足数に達成しておりますの

で、６月総会は成立しております。 

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。 

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   異議なしと認めます。 

それでは、議事録署名委員は５番委員、６番委員を指名いたします。 

日程２、議案第３０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３０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３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、市外の譲渡人が、落合の譲受人に、申請農地、畑１

筆１１４㎡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、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 議案№１ですけれども、譲受人立ち会いのもと、６月３日に担当推進委員が

現地調査を行いました。農業委員も同席しております。以下、報告いたしま

す。 

譲受人、譲渡人の関係等ですけれども、譲受人は３年前東京から移住してき
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た新規就農者でありまして、最近北房の住人と結婚いたしました。配偶者の

実家の縁で、管理を任されておった譲渡人の親戚の者との話が進み、空き家

になっていた隣接する住居、家屋とともに譲渡人から贈与されました。今

後、近隣の住宅や畑地の借り受けも検討しております。 

そして、譲受人の耕作状況等でありますけれども、譲受人は現在農業研修を

受けながら、既に植えたブドウはまだ収穫に至っていないんですけれども、

ブドウや野菜などで営農計画を立てております。今秋には北房でビニールハ

ウスを借りて、春菊の栽培も行う予定にしております。その練習もかねて、

所在地に半居住しながら夏野菜の栽培も行うことにしております。農機具等

は、配偶者の実家で借りております。周辺の農業者は非常に歓迎しておりま

して、協力関係は円滑に行っていけると見込まれます。ですから、不耕作目

的というようなことは、ではないというのは明らかであります。その他の指

摘事項というのはありません。 

以上です。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。 

主事補   番号２でございますが、久世の譲渡人が、労力不足によりまして、同じく久

世の譲受人に、申請農地、畑１筆７０３㎡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、１番委員さんから説明をお願い

いたします。 

１番委員  はい、議長。 

議 長   はい、１番委員。 

１番委員  １番でございます。番号２について、担当推進委員さんからの報告を説明い

たします。 

６月２日に譲受人である申請者立ち会いのもとに現地確認を行いました。 

譲渡人は、高齢で耕作できないので地域の別の人に耕作してもらっていまし

たが、その耕作者が亡くなり管理ができなくなったので、耕作地が近隣地に

ある譲受人に売買の話があり、このたび話がまとまったものでございます。 

譲受人の耕作状況等でございますが、譲受人は２人世帯で、貸付地はなく、

全て譲受人夫婦２人で水稲やキャベツなど野菜の作付を行っております。農

機具は田植え機、トラクター、管理機等を所有しており、譲受地についても

野菜の作付を続けるものと思われます。なお、譲受人は高齢でありますが、

来年には息子が定年になり、夫婦で県外から帰郷し、農業を継ぐ予定であ

り、その他指摘事項もないので、ご審議方よろしくお願いいたします。 

以上です。 
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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。 

主事補   番号３でございますが、八束の譲渡人が、同じく八束の譲受人に、申請農

地、畑１筆１２８㎡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、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  ４番です。 

番号３につきましては、６月８日に譲受人立ち会いのもと、担当推進委員さ

んが現地調査をしておりますので、ご報告させていただきます。 

譲受人、譲渡人は同じ集落に居住しておりまして、この申請地が譲受人の農

地の一部となるような場所に接しており、譲渡人もこの農地で耕作する意思

がないということから贈与の話がまとまったものです。 

譲受人の耕作状況ですが、譲受人は兼業農家であり、その妻と母が農業に従

事しております。譲受人に話を聞きましたところ、現在所有している農地は

全て耕作を行っておるということで、申請農地取得後も必要な農業に従事す

ると認められます。その他の指摘事項はございませんので、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   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３０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３０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。 
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続きまして、日程３、議案第３１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   はい、議長。 

議 長   はい、事務局。 

主 幹   議案第３１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１件でございます。 

２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。 

申請人（川上）は、田１筆４，９６３㎡を造成し、畑地として利用するため

一時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

得ないままかさ上げし、畑地として造成しており、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。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）申請に係る農地を仮設耕

作物の設置その他の一時的な利用に供するために行うものであり、当該利用

の目的を達成する上で当該農地を供することが必要であると認められること

及び（イ）農振法第８条第１項または第９条第１項の規定により定められた

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と認められることを

満たす一時転用に該当しています。転用に伴う費用は、隣接土地所有者が行

う補助事業に伴う造成工事により発生する残土を利用するため、費用はかか

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、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、担当委員が６月２日に申請人立ち会いのものとに現地

確認をしておりますので、報告させていただきます。 

転用する理由ですが、先ほども説明ありましたように、隣接の酪農家が牛舎

施設を建設するに当たり、造成に不要な表土をやや表土の薄かった申請地へ

移して有効利用を図ったものであります。申請地は、以前から当該酪農家が

申請人から借りて、草地として使用しておりました。申請地の位置ですが、

申請地は申請人宅から南東方向へ約１５０ｍほど離れた田園地帯の集落南東

端に位置しております。周囲の状況ですが、東が竹林、西が牛舎用地、南が
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河川、北が市道。周辺農地の影響は、畝高を超えない範囲のかさ上げで、以

前とほぼ同じ状態であり、周辺農地への影響はないと思われます。 

以上のとおり、本件については転用はやむを得ないものであり、周辺農地の

影響も問題ないと思われますので、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３１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３１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３２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、事務局の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３２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。 

本日、審議していただく案件は３件となっております。 

３ページをお開きください。 

番号１でございます。 

申請人、譲受人（北房）は、自動車運送業を営んでおり、市の事業を受託す

るに当たり駐車場が急遽必要となったため、現在の車庫に隣接する申請地、

田１筆２５５㎡を、譲渡人（北房）から借り受け、露天駐車場にするため転

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、土地購入２０万円、土地造成３０万円、費用の内訳として、自

己資金５０万円。添付書類は、土地利用計画図、河川法許可申請書の写し、

道路工事施工承認申請書の写し、被害防除計画書が添付されています。申請
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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、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番について、推進委員の方が譲受人、譲渡人双方の立ち会いのも

とに現地確認を行っていただいておりますので、報告させていただきます。 

譲渡人、譲受人の両人と、現地において確認調査を行いました。譲受人は一

般貸切旅客自動車運送事業を行っており、真庭市より受注した北房小学校へ

の学童の送迎をするに当たり、マイクロバス及び普通自動車の駐車場にする

ためこの農地を借り受け、埋め立て、露天駐車場として使用するものです。

申請地の位置ですが、北房振興局から南、高梁方面へ約１ｋｍ、国道３１３

号線バイパスと旧国道の交差点信号付近にあります。譲受人経営の北房観光

事務所の横となります。周囲の状況ですが、東が真庭市の市道、西も市道、

南が家屋となっております三角地です。周辺農地への影響ですが、市道と家

の間に挟まった三角地で、周りに農地はございません。その他指摘事項も特

にありません。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、譲受人（久世）は、転用予定地近隣で飲食店を経営していますが、

お客様の多い日は現在の駐車場では入り切らず、また従業員駐車場もなく、

大変不便を感じていたところ、申請地、田２筆７９８㎡を、譲渡人（市外４

名及び久世１名）から譲り受け、露天駐車場にするため、転用を申請するも

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、

土地購入１，４００万円、土地造成３００万円。費用の内訳として、自己資

金１，７００万円。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   この案件は私のほうから説明させていただきます。 

現地確認を推進委員さんが平成３０年６月２日にされております。私のほう

も６月１０日に譲渡人の方から話を伺いました。 

先ほど事務局のほうから話がありましたように、譲受人は、県道を挟んで飲

食店を営んでおられますが、来客者及び自家用車の駐車場として、この土地
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を利用したいと譲渡人に話をいたしました。譲渡人の、４人おられますが、

１人の方が長年耕作しておられましたが、近年は体調を崩されて、そういう

こともあり作付をされておりませんでした。このたび譲受人、譲渡人の話が

まとまったものでございます。申請地の位置ですが、真庭市役所の東側で、

県道西原久世線に接している土地でございます。周囲の状況は、東側が店

舗、商業施設です、西側が県道、それから宅地となっております、南側が商

業施設、北側が店舗、倉庫等が接しております。周辺農地への影響ですが、

東側の一角が譲受人の農地と接するところがありますが、農地への影響はな

いものというふうに思われます。 

以上でございます。 

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   ４ページをお開きください。 

番号３でございます。 

申請人、譲受人（勝山法人）は、工場を所有し、製材業などを営んでおり、

工場敷地内に経営に関係する発電所を建設するため、工場に隣接する県所有

地を取得し、敷地の拡張を行うため、申請地、田２筆１，４８６㎡を、譲渡

人（勝山）から譲り受け、県の道路整備用車両基地として現在の用途と同じ

機能が果たせる建物施設を建設し、県へ引き渡す必要があり、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。農地転用に伴う費

用は、土地購入２，０００万円、土地造成１，５００万円、車庫建築６，０

００万円。費用の内訳として、自己資金９，５００万円。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、３番委員さんから説明をお願い

いたします。 

３番委員  議長。 

議 長   はい、３番委員。 

３番委員  議案３号につきまして、調査報告をさせていただきます。 

これ担当委員、推進委員さんのほうで現地調査をしていただいております。

６月６日、譲渡人、譲受人、申請者立ち会いのもとに現地調査を行いまし

た。 

転用しようとする事由の詳細についてですが、今回譲受人が工場敷地拡張に

伴い、隣接地の県所有地、車両基地を求めたため、県の代替用地として譲渡

人の田を譲り受けし、造成し、建物を建築し、完成後譲受人から岡山県へ車

両基地として引き渡すものです。申請地の位置ですが、譲受人の会社から東

へ約１００ｍほど離れた国道１８１号に面し、北側は市道に面しておりま
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す。周囲の状況ですが、東は水路及び田です、田、住宅です、西は駐車場、

畑、南は道路、北は道路となっております。周辺農地への影響ですが、申請

地には現況水路が横断しており、東側に耕作中の田もあり、水路はつけかえ

予定ですが、本申請地を造成し、盛り土を行うため、日照には若干影響があ

るものと思われますが、被害防除計画も出され、近隣説明も行われていま

す。その他の指摘事項ですが、本案件につきましては準工業地域にある２種

農地であり、開発許可案件でもあるため、近隣農地については譲受人が当事

者間の対応をするとのことで、問題はないと思われます。よろしくお願いい

たしますというふうに委員から報告書を出されております。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……。 

８番委員  いいですか。 

議 長   はい、どうぞ。 

８番委員  この議案３番の、今説明があったんですが、農地へ多少影響があるというこ

とで、譲受人がその関係者と協議しているような文言があったと思われるん

ですが、それは確認しなくても、ここで許可を出していいんですか。 

議 長   はい、事務局、わかります。 

主 幹   総会に諮る前に、申請人さんのほうには確認をしております。日照につきま

して多少の影響があり得るということは理解されておりまして、地元説明会

等によりまして、補償が発生した場合は当該申請者の方により補償の対応を

行うという回答をいただいております。 

８番委員  はい、わかりました。 

議 長   よろしい、はい。 

ほかにございませんか。 

＜「なし」の声＞ 

議 長   ないようです。 

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。 
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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   これをもって質疑を打ち切ります。 

これより議案第３２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３２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３３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 任   はい、議長。 

議 長   はい、事務局。 

主 任   議案第３３号について朗読いたしますので、５ページをお開きください。 

議案第３３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、６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６月１２日付で公告の予定でございます。 

７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４４，９２５㎡でございます。作物別設定面積は、水稲

１４，２６４㎡、飼料作物２６，４６７㎡、野菜４，１９４㎡です。各筆の

詳細につきましては、８ページで３１筆ございます。 

９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いた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１筆９４２㎡でございます。詳細につきまし

ては、１０ページにございます。 

今回の集積計画につきましては、公益財団法人岡山県農林漁業担い手育成財
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団が借りた農地を一時的に研修圃場として活用することにより、配分計画が

ございません。配分計画がない理由といたしましては、研修圃場を利用する

のは新規就農者であり、新規就農者は農業次世代人材投資事業を利用してお

り、この事業の対象者は制度上農地を取得することができないためです。 

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   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３３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３３号、農用地利用集積計画の決定については、原案のとお

り可決されました。 

続きまして、日程６、報告第１５号、農地改良に係る届出について、日程

７、報告第１６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、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   報告第１５号、農地改良に係る届出について、次の２件の届け出がありまし

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７２７㎡

をかさ上げし、畑として利用するものです。 

番号２でございますが、届け出人及び農地の所在は勝山で、田１筆１５５

㎡、畑１筆２７㎡を排水路より高く盛り土をし、水はけをよくするもので

す。 

１ページお進みください。 

報告第１６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
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たしました。 

番号１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。 

番号２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。 

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   日程６、報告第１５号、農地改良に係る届出について、日程７、報告第１６

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、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。 

＜「質疑なし」の声＞ 

議 長   質問、意見等ないようです。 

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。 

＜「なし」の声＞ 

議 長   事務局のほうから。 

主事補   はい。 

議 長   はい、どうぞ。 

主事補   失礼いたします。 

５月総会で１７番委員よりご質問いただいた薬用作物ブクリョウについてご

説明いたしますので、お手元のＡ４のカラー刷り１枚紙をごらんください。 

ブクリョウとは、生薬の一種で、サルノコシカケ科のマツホド菌の菌核を乾

燥し、外皮を除いたものです。植物の特徴は、伐採されて数年を経たアカマ

ツやクロマツの根に寄生し、地中深さ２０から３０センチメートルあたりに

塊状の菌核を形成します。外皮は黒っぽい褐色で、内面は白色をしていま

す。効能といたしまして、利尿作用、健脾、滋養、鎮静、血糖降下などに効

果があります。生産地等につきましては、お目通しください。 

以上でご説明にかえさせていただきます。 

議 長   はい。 

主事補   続きまして、真庭市農業委員会政策講演会開催要項につきまして、お手元の

資料、真庭市農業委員会政策講演会開催要項（案）をごらんください。 

本日の総会開始前に開催いたしました運営委員会におきまして、７月１０日

の総会日の午後から、真庭市農業委員会政策講演会を開催することを協議さ

せていただきました。内容につきましては、お配りしている開催要項（案）



－14－ 

をごらんください。 

趣旨といたしましては、耕作放棄地の解消と新規作物の栽培促進を図る目的

で、国内需要が旺盛で、なおかつ国産グリが慢性的な品不足という点からク

リ栽培に目をつけ、精力的な栽培を促進するために、このたびその第一歩と

して、四万十町からクリ栽培の実践者であり、一般社団法人栗のなりわい総

合研究社代表理事、クリのたくみ、そして内閣府地域活性化伝道師である伊

藤直弥氏をお招きし、講演会を開催する運びとなりました。日程といたしま

しては、平成３０年７月１０日火曜日の農業委員会総会後となっておりま

す。１３時３０分より開催し、伊藤氏に６０分講演いただき、その後３０分

の意見交換会を予定しています。 

資料２枚目以降は、関係する資料となっておりますので、お目通しくださ

い。 

また、本日の総会前に運営委員会を開催し、ご協議させていただいておりま

すので、２番運営委員会委員長より講演会開催に当たり、ご説明をお願いい

たします。 

議 長   はい、委員長。 

２番委員  はい。 

議 長   ほいじゃあ、はい、お願いします。 

２番委員  今事務局から説明がありましたように、運営委員会を総会前に開催いたしま

して、先ほど事務局より説明がありましたことを協議いたしまして、７月１

０日に開催するのを決定しております。これに参集会員は、農業委員はもと

より、推進委員の方にもぜひ大勢参加していただきたいと思いますので、ご

協力よろしくお願いします。 

以上です。 

議 長   ありがとうございました。 

３年前に農業委員会で視察に行きました。四万十町のほうに行って、道の駅

と、それからこの伊藤さんという方にも講演、話を聞いております。非常に

ユニークといいますか、この方は岐阜県のほうから四万十に来てクリ栽培を

されている、指導されている方でございまして、剪定が非常に独特の剪定さ

れるということで、非常につくりやすいような、とりやすい木に仕立てて収

量もすごくたくさん上げるということでございました。非常に魅力的な方だ

ろうというふうに思っておりますけど、そういうことで縁がありまして、事

務局長のほうもよく知っておられて、そういうことで今回こういう運びにな

りました。非常に耕作放棄地の多い真庭市でございますんで、しっかり話を

聞いていただきながら、そういう解消の一助になればというふうにも思いま

す。大勢の方に声をかけていただければというふうにも思っております。 
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そういうことで、開催をするということでいかがでしょうか。皆さんのご意

見をお聞かせ願いたいというふうに思いますが。 

よろしいですか。 

よろしいですね。 

＜「なし」の声＞ 

議 長   それでは、開催するということで進めていきたいというふうに思います。よ

ろしくご協力のほどをお願いしたいというふうに思います。多くの方にまた

声をかけていただければというふうにも思います。ありがとうございまし

た。 

以上で。 

よろしいですか。 

はい。 

それでは、以上で６月総会を閉会したいというふうに思います。 

次回７月総会は７月１０日火曜日の午前１０時からですので、よろしくお願

いいたします。 

（午前１０時４０分 閉会） 


