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平成３０年 第１１回 真庭市農業委員会総会 議事録 

 

１．開催日時 平成３０年１１月１３日（火） 

午前１０時００分から午前１１時００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  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  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  7番 池田 実  

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52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53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54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55号 基盤強化法第１９条の規定による農用地利用集積計画の決定 
について 

日程第６ 議案第56号 基盤強化法第１９条の規定による農地中間管理権の農用地利 

用集積計画の決定について 

日程第７ 議案第57号 農地中間管理事業法第１８条５項の規定による農用地利用配 

分計画に係る意見について 

日程第８ 報告第20号 農地転用の制限の例外に係る届出について 

日程第９ 報告第21号 認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に伴う農地転用

届について 

日程第10 報告第22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 

  事務局次長 金崎正一  主幹 下平直勲  主事補 梶原千裕  井原実香 

７．会議の概要 
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（午前１０時００分 開会） 

 

事務局次長 では、失礼いたします。皆さんおはようございます、改めまして。 

ただいまから平成３０年１１月の総会を開催いたします。 

それでは、会長よりご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。大変ご苦労さまです。 

もう１１月も半ばになろうとしております。山々のほうもかなり、きょう来

てみますと紅葉がかなりこの地域も進んだなあというふうに感じておりま

す。ことしの冬がどういうふうになるのかちょっと気になるところでありま

すけど、もう一月余り頑張っていきたいというふうに思います。 

１０月２６日には吉備中央町で農業委員等の推進委員さんの研修会というこ

とで、年２回行われておりますけど、ありました。皆さんにも行っていただ

きまして、大変ありがとうございます。 

それから、１１月になりまして、農地の相談会ということで、各地域で昨日

まで行われたということであります。件数は少なかったように聞いておりま

すけど、いろいろと地域のことも聞かれたんではなかろうかというふうに思

います。 

吉備中央町のほうでも、全国農業会議所の稲垣さんという方が来られまし

て、農地利用の最適化の推進ということで話をされました。新しく推進委員

さんが生まれて３年目ということであります。こういう新しく変わったこと

は５年で見直しをするということでありまして、それまでに何とか結果を出

してもらいたいというような話がありました。来年４年目ということで、そ

こら辺をしっかりと各委員会で頑張ってもらいたいということでありまし

た。 

近ごろの農業新聞等におきまして、農地中間管理機構の見直しということが

連日報道されております。自民党、政府ともに来年の通常国会に向けて改正

案を出したいということでありましょう。なかなか思ったような成果があら

われていないということで、しっかりここで見直していくということのよう

であります。どのような説明になるか、じっくりと見させていただきたいと

いうふうに思いますけど、我々農業委員、推進委員さんに係るまだ力という

のがかなりふえてくるんではなかろうかというふうに思います。 

真庭市の農業委員会としても、いろいろと対策について今後とも話を進めな

がら、どうしたらいいかということをみんなで考えていけたらというふうに

思っておりますので、また来年に向けて皆さんのお知恵を出していただきた

いというふうに思います。 

それでは、これより１１月の総会の委員会を開催したいと思います。よろし
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くお願いいたします。 

事務局次長 ありがとうございました。 

本日の欠席委員は１名です。７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。 

よって、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、１１月の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条によりまして、議長は会長が務

めることとなっております。以降の議事の進行を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   それでは、議事録署名委員は、１５番委員、１６番委員を指名いたします。 

それでは、日程２、議案第５２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。 

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５２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６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、田１

筆３５２㎡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、１３番委員さんから説明をお願

いいたします。 

１３番委員 議長。 

議 長   はい、１３番委員。 

１３番委員 はい、１３番です。 

それでは、番号１につきまして説明をさせていただきます。 

これは、地区担当推進委員の方が去る１１月６日に現地調査を行われており

ますので、報告をさせていただきます。 
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譲渡人は、先月にも上がっておりましたけれども、岡山市に永住する計画だ

そうであります。そして、こちらにあります農地を順次処分をしていくとい

う案件の中の１件でございます。片や、譲受人は古見のほうに在住をしてお

りまして、ちょっと現地とは１３㎞ほどの距離がありますけれども、現在こ

の地区の隣で耕作をしておりまして、その隣の土地ということで話がまとま

ったようでございます。 

譲受人は下限面積、また所有農機具、農業従事日数、３条の許可要件でござ

います諸要件は満たしていると考えられます。ご審議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、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、田１筆２，９３３㎡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、同じく１３番委員さんから説明

をお願いいたします。 

１３番委員 議長。 

議 長   はい、１３番委員。 

１３番委員 はい、１３番です。 

それでは、番号２につきまして、引き続き報告をいたします。 

担当推進委員の方が、現地調査を１１月６日に行われております。 

譲渡人は、番号１と同じでございますので、省かせていただきます。 

譲受人は、この農地の隣で営農組合に所属しております株内の人でございま

して、今後もこの営農組合に所属をいたしまして、この農地を管理していく

という意向でございまして、３条の許可要件は全て満たしていると思われま

すので、ご審議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。 

主事補   番号３でございますが、市外の譲渡人が、農業廃止によりまして、落合の譲

受人に、申請農地、田２筆４１１㎡、畑４筆２，３８２㎡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 １５番です。 
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議案番号３番につきまして、１１月５日、私と譲受人立ち会いのもとで現地

確認を行いました。 

権利移転する詳細な事由ですけども、現在譲渡人は県外の親族のところに住

んでおりまして、所有していた田畑を管理してもらう人を探していたとこ

ろ、譲渡人の家を購入して市外から移住してこられました譲受人と売買の話

がまとまり、このたび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、譲受人は譲受人とご主人で、以前住んでいた

ところで畑を借りて２０年近く家庭菜園を行っておりました。このたびまと

まった田畑が所有できれば、道の駅等に野菜の出荷を行いたいこと、特に花

の栽培、クリスマスローズと言われてましたけども、この花の栽培に力を入

れたいということです。農機具も現在管理機３台、草刈り機２台を所有して

おり、今後必要であれば小型のトラクターの購入も考えておられるようで

す。現地を確認したところ、耕作放棄地のところをきれいに草刈りをして管

理しておりました。その他指摘事項はございません。 

以上のとおり、今後意欲的に農作業に従事すると認めますので、審議方よろ

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。 

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。 

主事補   番号４でございますが、久世の譲渡人が、相手方の要望によりまして、勝山

の譲受人に、申請農地、田２筆１，２９４㎡、畑１筆２６５㎡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  議長。 

議 長   はい、１番委員。 

１番委員  はい、１番です。 

この案件につきましては、担当委員さんからの報告でございます。 

番号４について説明いたします。 

権利移転する事由の詳細でございますが、１０月３０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。譲受人と譲渡人は親戚関係にあ

ります。譲渡人夫婦が高齢になり、農業経営の規模縮小を図っており、当該

農地につきましても作付を以前から譲受人へ依頼していましたが、このたび

売買することで話がまとまったものでございます。 

譲受人の耕作状況でございますが、譲受人は３人世帯で、水稲については作

業の多くを作業委託していますが、貸付地はなく、譲受人の家族３人で主に
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野菜の作付を中心に行っております。農機具は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予定しており、今後も続けていくものと思われ

ます。その他指摘事項はないので、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、美甘の譲渡人が、同じく美甘の譲受人に、申請農

地、畑１筆１，８９９㎡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、８番委員さんから説明をお願い

いたします。 

８番委員  はい、議長。 

議 長   はい、８番委員。 

８番委員  はい、８番です。 

５番につきましては、１１月７日に現地調査を譲受人立会のもとで行ってお

ります。 

譲渡人と譲受人の間柄はおじとおいに当たり、譲渡人は妻が重度の認知症と

なり、長女の住まいにする市外へ転居するもので、家屋敷、農地全てを地域

内に住居を持つ譲受人に贈与するものです。 

譲受人の耕作状況等でございますが、家族構成は本人、妻、母、長男夫婦、

孫３人の８人世帯で、耕地面積は水田、畑合わせて１１３アールを耕作して

おり、トラクターほか全ての農機を所有しております。今後十分な管理、耕

作が見込まれます。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、農業廃止によりまして、八束の譲

受人に、申請農地、畑１筆１，２４５㎡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。 

議案番号６につきましては、１１月４日に譲受人立ち会いのもと、現地確認

をしております。 

権利移転する事由の詳細ですが、現在譲渡人は広島県在住です。しかしなが
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ら、かつては譲受人の近隣に在住でありました。農地を相続で取得した後も

管理等ができていない状況から、農地が隣接する譲受人との売買がまとまっ

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すが、水稲を中心に農業をし

ており、所有する農地は全て耕作しているようです。トラクター、管理機等

を所有しておりますので、農地取得後も必要な農作業に従事するものと考え

られます。その他の指摘事項は特にありませんので、ご審議よろしくお願い

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。 

質疑はありませんか。 

＜「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５２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５２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５３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５３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。 

２ページをお開きください。 

番号１でございます。 

申請人（市外）は、市内にある墓地は実家から離れており、急な坂道もある

ため、高齢となった母が墓参りや管理が困難になっていることから、実家に

近い場所に墓地を移設するため、申請地、畑１筆１９㎡を、墓地用地にする
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ため、転用申請するものです。農地区分は高速自動車道その他の自動車のみ

の交通の用に供する道路の出入り口の周囲おおむね３００ｍ以内の区域にあ

り、３種農地と判断されます。転用に伴う費用は、土地造成７９４，０００

円、建物施設６５６，０００円。資金の内訳として、自己資金１４５万円。

添付書類は、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、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１ですけれども、１１月３日に担当推進委員が現地を確認いたしま

した。農業委員も同席しております。 

事由の詳細ですけれども、申請人の母親、実家に住んでるんですけれども

ね、申請人の母親と申請書持参者とで現地確認を行っております。現在の墓

地は、１㎞先の山の上なんだそうで、歩いていくにもえらいこっちゃと大変

なので、掃除なども本当に苦労をしているんです。ですから、実家の約７０

ｍ西に畑があって、近くで利便性もいいため、その畑の一部分を墓地用地と

して今回申請いたしました。農地の一部に、見てみますと既にお墓用の縄が

張られてあったりして、もう許可がついたらすぐに工事に入りたいと、雰囲

気でした。申請地の位置ですけれども、申請人の実家からは７０ｍの距離、

東側に民家があるんですけれども、民家の方には同意を得ております。申請

地の西側と南側の畑の所有者からも同意を得ました。周囲の状況として、東

は民家、西、畑、南、畑、北、道路です。もうこれは、もう申請人の所有地

の畑の真ん中にぽこっとお墓ができるもう一部ですので、ほかへの影響とい

うのはありません。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。 

番号２は追認案件でございます。 

申請人（落合）は、道路から自宅への進入路及び車庫の一部として使用する

ため、申請地、畑１筆９６㎡を、転用申請するものです。申請人は農地法を

理解しておらず、許可を得ないまま進入路及び車庫の一部として使用してお

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１種農地と判断されますが、１種農地の例外許可基準、住宅その他



－9－ 

申請に係る土地の周辺地域において居住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しています。転用に伴う

費用は、土地造成２０万円、建物施設２０万円。費用の内訳として、自己資

金４０万円。添付書類は、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、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２番ですが、１１月２日に現地調査をしてきました。 

転用しようとする事由の詳細ですが、申請人は転用申請することを知らず使

っていました。この地域は３０年前に構造改善したとき、進入路及び駐車場

として農地を利用し、その後１６年前に浄化槽を設置して車庫を建て、使用

していました。地目変更の転用申請しなければいけないことを知り、このた

び申請することになりました。本案件について、転用はやむを得ないと思わ

れます。申請地の位置等ですが、川東小学校から北東へ約３００ｍほどのと

ころで、奥さんの自宅の隣です。周囲の状況について、東は自宅、西は畑、

南も畑、北も畑です。申請地に隣接した農地がありますが、一般的な車庫で

あり、日照、通風等に支障を来すことはないと思われます。あと、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   ３ページをお開きください。 

番号３でございます。 

申請人（久世）は、申請地、畑２筆３８９㎡に、居宅１棟及び車庫１棟を建

設するため、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２００万円、建物施設１，０００万

円。費用の内訳として、自己資金１，２００万円。建ぺい率は２４％。添付

書類は、土地利用計画図、平面図、立面図、断面図、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、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。 
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議 長   はい、５番委員。 

５番委員  ５番でございます。 

番号３番につきまして、推進委員さんから調査報告書を預かっておりますの

で、報告させていただきます。 

１１月３日に申請人立会のもと、地区担当推進委員さんが現地を確認してお

ります。 

転用しようとする事由の詳細でございますけれども、申請人は現在市内の賃

貸アパートで生活しておりますが、新たな住居として実家近くの自身が所有

する農地に自己住宅の建設を計画したものでございます。申請地の位置でご

ざいますけれども、申請地は国道１８１号線と県道目木富東谷線の分岐点か

ら北方向へ約６００ｍほど進んだ県道沿いに位置しております。周囲の状況

でございますけれども、東は雑種地、西は道路、南は田、北は宅地でありま

す。周辺農地の影響でございますけれども、申請地には隣接した農地があり

ますが、本申請は一般的な個人の住宅であり、転用地はこの農地の北側に予

定しているため、今後の耕作の日照、通風に支障を来すことはないと思われ

ます。また、隣地の農地所有者及び地区の改良区には承諾を得ております。

その他指摘受講はありません。 

以上のとおり、本案件については転用はやむを得ないものであり、周辺農地

の影響についても問題ないと思われますので、ご審議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４について事務局の説明をお願いいたします。 

主 幹   番号４でございます。 

番号４は追認案件でございます。 

申請人（八束）は、農機具庫として使用していましたが、農業用倉庫が不要

となったことから、一般の車庫として使用するため、申請地、田１筆７０㎡

を、転用申請するものです。申請人は農地法を理解しておらず、許可を得な

いまま一般の車庫として使用しており、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１種農地と判断されますが、１

種農地の例外許可基準、住宅その他申請に係る土地の周辺地域において居住

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

ものに該当しています。平成１８年３月３日付で農機具庫として外部転用申

請で処理されていますが、当時の費用は不明です。添付書類は、土地利用計

画図、現地写真、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
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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４につきましては、１１月７日に申請人立ち会いのもと、担当委員さん

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、先ほどもありましたように、平成１８

年に農機具庫を建てる内容で申請しておりましたが、車庫に変更したため、

住宅用地に転用するものでございます。申請地の位置は、八束こども園の西

側約１５ｍでございます。周辺の状況は、東が田、西と南が農道、北が自

宅。周辺農地への影響はないと思われます。また、指摘事項等もございませ

んので、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。 

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。 

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５３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５３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。 

続いて、日程４、議案第５４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５４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。 
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４ページをお開きください。 

番号１でございます。 

申請人、使用借人（市内法人）は、申請地に隣接する駐車場敷地では手狭と

なったため、申請地、田１筆１，４８４㎡のうち５７０㎡を、使用貸人（落

合）から借り受け、露天駐車場として使用するため、転用申請するもので

す。申請地は１種農地と判断されますが、１種農地の例外許可基準、既存施

設の拡張に係る部分の敷地の面積が既存の施設の敷地の２分の１を超えない

ものに限るに該当しています。転用に伴う費用は、土地造成２００万円。費

用の内訳として、自己資金２００万円。添付書類は、土地利用計画図、平面

図、被害防除計画書、使用貸借契約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、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。 

番号１についてですが、１１月３日に使用借人の方と現地で確認をさせてい

ただきました。 

転用しようとする事由の詳細でありますが、使用貸人は東京都へ住んでおら

れまして、２年ほどまえから知人に耕作してもらっていた田んぼであります

が、耕作者が高齢となったために耕作してもらえなくなっておりました。そ

うした中、使用借人が運送業をしているんですけども、駐車場が手狭となっ

て適当な土地を探してたところ、隣接するこの土地の話を聞き、使用貸人と

話がまとまったものであります。申請地の位置でありますが、使用借人の事

務所の東側に隣接しております、周囲の状況ですけども、東が田んぼ、西が

宅地、南と北が農道に面しております。周辺農地への影響ですが、隣接する

農地はありますけども、申請地は駐車場の用地でありまして、周辺農地への

影響はなく、また地域の水利組合等の同意も得ておりますので、問題がない

と思われます。その他指摘事項はありません。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。 

申請人、使用借人（落合）は、現在アパート住まいで、子供の成長に伴い手

狭になったため、使用貸人（落合）の申請地、田４９５㎡を借り受け、住宅

に転用するものです。申請地は１種農地と判断されますが、１種農地の例外
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許可基準、住宅その他申請に係る周辺地域において居住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していま

す。この転用に係る費用は、土地造成３００万円、建物施設１，６００万

円。費用の内訳として、借入金１，９００万円。建ぺい率は３８％。添付書

類として、土地利用計画図、平面図、立面図、断面図、使用貸借契約書、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、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２番ですが、１１月２日に使用借人さんと現地確認を行いました。 

転用しようとする事由の詳細についてですが、使用借人は現在アパートに奥

さんと子供３人で住んでいます。来春には子供が小学生になるため、そろそ

ろ持ち家を持とうと思い、現在住んでいる周囲で探しましたが見つからず、

知人の建設の人にお願いしたところ、いい土地があるじゃないかと言われ、

奥さんの実家の親の土地があり、そこで相談をしたところ、将来親の面倒を

見るという条件で話がまとまり、このたび申請になりました。申請地の位置

ですが、川東小学校から北東へ３００ｍのところで、奥さんの実家の市道を

挟んで隣になります。周囲の状況ですが、東、水路、西、田、南、田、北、

田です。申請地に隣接した農地がありますが、一般的な個人の住宅であり、

日照、通風に支障を来すことはないかと思われますので、周辺農地への影響

についても問題はないかと思われます。じゃあ、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   ５ページをお開きください。 

番号３でございます。 

申請人、賃借人（市内法人）は、上江川地区の管渠工事を受注され、現場事

務所及び重機保管場所として使用するため、申請地、田１筆６８６㎡を、賃

貸人（勝山）から借り受け、工事用資材置場に転用申請するものです。農地

区分は２種農地と判断されます。転用に伴う費用は、本体工事の請負金で対

応するとのことです。添付書類は、土地利用計画図、平面図、断面図、土地

賃貸借契約書、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。 
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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  ３番です。 

番号３番につきましては、担当委員より調査報告書が提出されておりますの

で、これに従って報告させていただきます。 

現地確認日になりますが、３０年１１月３日に賃貸人、賃借人双方立ち会い

のもと、担当委員が現地調査を行っております。 

転用しようとする事由の詳細についてですが、申請地において近年田として

耕作しておらず、草刈りを行って保全している状況でした。そのような中、

近隣にて下水道工事を行うことになり、資材置場及び仮設事務所として利用

したいとの申し出により、双方合意し、一時利用の賃貸借を行うものです。

期間は、工事を行う間の２年程度にて、終了後には賃借人が原状復旧にて田

に戻す予定です。申請地の位置ですが、申請地は賃借人の自宅の南隣に位置

し、工事を行う国道１８１号線の申請地南側約２０ｍに位置しております。

周囲の状況ですが、東が道路、西が通路、南が田、北が住居。周辺農地への

影響ですが、申請地の東西南北ともに賃貸人の所有地であり、南側田も現在

耕作を行っておりません。 

以上のとおり、本案件については一時利用の転用であり、特に問題はないと

思われますので、よろしくお願いしますということでございます。 

議 長   ありがとうございました。 

一応申請は２年ということでよろしいんですか。 

３番委員  はい。 

議 長   はい、わかりました。 

それでは、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。 

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＞ 
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議 長   異議なしと認めます。 

よって、議案第５４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５５号、基盤強化法第１９条の規定による農用

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５５号について、６ページをお開きください。 

議案第５５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

営基盤強化推進法第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。 

案といたしまして、平成３０年１１月１３日付で公告の予定でございます。

本日上程されました農用地利用集積計画のうち、利用権設定につきまして、

全５２筆でございます。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５５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５５号、基盤強化法第１９条の規定による農用地利用集積計

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、議案第５６号、基盤強化法第１９条の規定による農地

中間管理権の農用地利用集積計画の決定について、日程７、議案第５７号、

農地中間管理事業法第１８条５項の規定による農用地利用分配計画に係る意



－16－ 

見についてを協議といたします。 

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５６号について、１１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。 

続きまして、議案第５７号について、１５ページをお開きください。 

議案第５７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業担い手育成財団が

農地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関する

法律に基づき、市が農用地利用配分計画案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。 

案といたしまして、平成３０年１２月２８日付の公告の予定でございます。 

配分計画案については、議案書のページに記載のとおり、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。 

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。 

はい、どうぞ。 

１２番委員 ちょっとお尋ねなんですけれども、かなりのものが農事組合法人上合地の中

に入れられているのがわかります。これらはあれですか、新規ですか、更新

ですか。新規だと、すごくたくさんこの営農がふえていくんだなあ、いいこ

とですけれどと思っていますが、更新ですかね。 

議 長   はい、事務局。 

主事補   失礼いたします。 

こちらは、新しく新規にマッチングがあったものです。 

１２番委員 ありがとうございます。 

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。 

それでは、質疑なしと認めます。 
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これをもって質疑を打ち切ります。 

これより議案第５６号、議案第５７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５６号、基盤強化法第１９条の規定による農地中間管理権の

農用地利用集積計画の決定について、議案第５７号、農地中間管理事業法第

１８条５項の規定による農用地利用分配計画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、報告第２０号、農地転用の制限の例外に係る届出につ

いて、日程９、報告第２１号、認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置

に伴う農地転用届について、日程１０、報告第２２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   ３０ページをお開きください。 

報告第２０号、農地転用の制限の例外に係る届出については、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、届け人及び農地の所在は落合です。畑１筆１４７㎡

のうち５．２㎡を、農業用排水路にするものです。 

続きまして、３１ページをお開きください。 

報告第２１号、認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に伴う農地転用

届については、次の５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、広島に本店を置く認定電気通信事業

者で、所有者及び農地所在地は落合です。田１，６４７㎡のうち９㎡に、携

帯電話基地局を設置するものです。 

番号２でございますが、同じく転用事業者は、広島に本店を置く認定電気通

信事業者で、所有者は勝山、農地所在は落合です。畑９４７㎡のうち６㎡

に、携帯電話基地局を設置するものです。 

番号３でございますが、同じく認定事業者は、広島に本店を置く認定電気通

信事業者で、所有者及び農地所在地は勝山です。田３５３㎡のうち４㎡に、

携帯電話基地局を設置するものです。 

番号４でございますが、同じく転用事業者は、広島に本店を置く認定電気通
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信事業者で、所有者及び農地所在地は湯原です。田１，４６７㎡のうち４㎡

に、携帯電話基地局を設置するものです。 

番号５でございますが、同じく転用事業者は、広島に本店を置く認定電気通

信事業者で、所有者及び農地所在地は川上です。畑１０９㎡のうち６㎡に、

携帯電話基地局を設置するものです。 

１ページお進みください。 

報告第２２号、農地法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、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。 

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８、報告第２０号、農地転用の制限の例外に係る届出について、日程

９、報告第２１号、認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に伴う農地

転用届について、日程１０、報告第２２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。 

＜「なし」の声＞ 

議 長   ないようです。 

質問、意見等ないようですので、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、どうぞ。 

担当推進委員 北房の推進委員をやらせてもらってます沼本です。２点あります。 

１点は、きのう農地相談会がここで行われたんですけれども、その相談会の

趣旨や目的に照らしてどうだったのかというのを、振り返りをぜひやってい

ただきたいということと、それを生かして今後どうするかということもあわ

せて検討いただきたいなと思います。 

私午前の部に参加をさせていただいたんだけど、参加者はゼロでした。午後

も聞きますとゼロで、時間よりも早くに終わったということです。管理機構

の支部長来られて、お話を聞くと、チラシとかそういった広報が一切間に合

わなかったということで、告知放送だけということでしたけれども、それを

聞いてると、私の感想としてはやらなくちゃいけないからやったんじゃない

かなあというふうに思えるんです。そういったことも含めて、しっかり振り

返りをしていただけたらなあというふうに思います。ただ、参加した農業委
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員、推進委員ではいろんな話がしっかりできまして、ああ、こういったこと

なのかなあということでいい勉強にはなったんですけども、反面、私自身と

してやっぱりパトロールとかいろいろ聞き取りをしてれば、そういったこと

の紹介もできたんじゃないかなあということで反省をしております。 

２点目は、会長の冒頭のご挨拶にもありましたけれども、農地利用の最適化

の推進ということで研修会でお話があったんですけども、そのことについて

真庭市の農業委員会としてどういった取り組みをするのかと方針化をぜひし

てほしいのと、それにかかわる学習会や研修会の設定についてもやってほし

いというふうに思います。 

ここでもやっぱり参加すると、何もほとんどやってないので耳の痛い話を聞

かせていただいたんですけれども、非常に切迫した状況でありますし、やら

なければいけない課題等もたくさんありますので、ぜひここは同じ推進委員

としてもしっかりそこのことは行わなくちゃいけないなあというふうに思っ

ておりまして、いろいろ聞いてると、例えば地図はいただいたんですけども

非常に見にくかったりとか、本当は所有者のお名前とかあればいいんですけ

ども、なかなか個人情報の関係で出せないということでありますけれども、

当然それは守秘義務もありますし、そのことは出してもらわないと、そこを

見て、じゃあここは誰のかというのをまた一々問い合わせしなきゃいけな

い、非常に手間がかかったりとか、農地ナビも聞いてると正確なものではな

いと、どうしたええんかということとかありますのでそういったことも含め

て学習できる場を設定をしていただきたい。 

なったばっかりでみずから学習すればいいんですけども、学習をしていくに

しても、やっぱりなかなか聞きたいことがわからなかったとかということで

わかりにくいことが非常にあります。きのう話をしてると、学習をしていっ

てると最後にここはこうだからだめなんやというのが最後に出てくるという

ふうなこともあったりして、そのことを相談に行ったけれども、それはここ

ではできないというふうに言われたというような話もありましたので、そう

じゃなくて、やっぱりその答えに対してやっぱり向き合ってもらってどうす

るかということも含めてやっていただければなあと思います。 

以上です。 

議 長   ありがとうございました。 

今推進委員さん、農業委員の合同の会議に、あれを年に３回か４回はしたい

というふうに思ってたんですけど、９月にも研修会のほうを予定していたん

ですけど、ちょっと事務局のほうの都合でちょっと延期になっております。

まだ今年なかなかできてないということで、反省する点だろうというふうに

思います。いろいろとやらなけりゃいけないことがたくさんあります。農地
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パトロールのほうもまだできていませんし、調査のほうもまだちょっと今事

務局が段取っているところであります。皆さんにご迷惑をおかけしているこ

とをおわびしたいというふうに思います。 

事務局のほうから説明して、ありましたら、はい。 

主 幹   今会長が言われたとおりでございます。大変事務局の不手際等ありまして、

何かしら事業の取り組み等につきまして事後事後になっておることにつきま

しては、深く反省しておるところです。委員の皆様、推進委員の皆様にいろ

いろとご迷惑をかけてるのも十分わかっているところでありますけども、な

かなかうまくいってないのが実情でありますが、先ほどいただきましたご意

見参考にさせていただきまして、今後の取り組みにつきましても努力してま

いりたいと思っておるところです。よろしくお願いいたします。 

議 長   そういうことで、また考えていきたいというふうに思います。ありがとうご

ざいました。 

ほかの方、何かありませんか。 

＜「なし」の声＞ 

議 長   ないようです。 

それでは、事務局のほうから何かありますか。 

主事補   この後に編集委員のほうをさせていただきますので、この後編集委員の皆様

については、済いません、ちょっとお時間をいただきたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

議 長   それでは、以上で総会を閉会したいと思いますが、次回１２月総会は１２月

７日金曜日の午前１０時からですので、よろしくお願いいたします。 

（午前１１時００分 閉会） 

 

 


