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それでは、ただいまから令和元年１２月総会を開会いたします。
それでは、会長よりご挨拶をお願いします。

会

長

皆さんおはようございます。
師走に入りました。きょうも初雪の便りがあちこちで届いておりますけど、
市北部でも何か降ったということで、非常に本格的な冬になったんではない
かというふうに思います。ことしは暖冬ぎみではないかというような予報も
出ておりましたけど、どうでしょうか。気になるところであります。
国のほうでは、４日の日に日米貿易協定、参議院のほうを通りまして、来年
１月１日から発効されるということでございます。ＴＰＰ、それからＥＵと
の経済連携協定、貿易の自由化が非常に進んできたなという感じもしており
ます。大変な時代になるんだろうなということでございます。日米のほう
は、またこの後、何カ月か後にまたその問題を続けていくということでござ
います。今回、米はなかったわけですけど、今後出てくるのかどんなのか、
心配なところでございます。
また、食料・農業・農村基本計画の見直しが今行われております。来年がそ
の年になるんだということでございますけど、特に中山間地、担い手や、そ
れから耕作放棄地、多くの問題を抱えております。このようなことに対し
て、どのような締結というか、話が出てくるのか、非常に気にかかるところ
でございます。
また、中山間地域の支払い、ことしが５年度の最終年でございます。また、
来年から新しく契約するということでございますけど、真庭市のほうでもこ
れに取り組む地域が非常に減ってきているということでございます。いろい
ろ問題があると思いますけど、事務局等、なかなか大変なことだろうという
ふうに思います。ここら辺をもう少し取り組みやすいような状況にしていた
だければ、まだまだ、この事業は中山間にとっては非常に大事な事業でござ
います。みんなで農村、農業を守っていくということでございますんで、こ
れをしっかりと入れて考えていただきたいというふうに思います。皆さんの
ご協力もこれから、来年が最終年度ということになりますけど、よろしくお
願いしたいというふうに思います。また、これらのいろいろな問題につきま
しても、農業委員会のほうでもいろいろ皆さんの意見を出す場をぜひ期間内
に設けていきたいというふうに思っておりますんで、よろしくお願いいたし
ます。
それでは、これより１２月総会を開会したいと思います。よろしくお願いし
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ます。
事務局長

ありがとうございました。
本日の欠席委員は４名です。４番委員、６番委員、８番委員、９番委員より
通告がありました。
したがいまして、ただいまの出席委員は１９名中１５名で定足数に達してお
りますので、１２月総会は成立していることをご報告いたします。
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たいと思います。
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、５番委員、７番委員を指名いたします。
日程２、議案第５３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

議長。

議

長

はい、事務局。

主

事

議案第５３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８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、相手方の要望によりまして、北房
の譲受人に、申請農地、田３筆２，０６２㎡、畑１筆２９３㎡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、２１番推進委員さんから説明を
お願いいたします。

担当推進委員
議

長

担当推進委員

議長。
はい、２１番推進委員。
皆さんおはようございます。
それでは、議案番号１につきまして、去る１１月３０日、譲受人立ち会いの
もとで現地確認を行いました。譲渡人は遠方のために電話での連絡をとり、
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確認をさせていただきました。譲渡人は父の農地を相続していますけれども
遠方に住んでおり、自身も病弱で耕作も厳しい状況となっております。そん
な中、譲渡人も地元に帰る予定はないということでありまして、今回、農地
を全部処分したいというふうに思っていたところでありました。近所に住ん
でいた譲受人に話をして、今回申請地の譲渡の話がまとまりまして、譲受人
が申請地の取得をするものでございます。譲受人の耕作状況でありますけれ
ども、譲受人は会社に勤めながら農業にも従事してきております。耕作状況
につきましては、稲作を２反３畝、また大豆、小豆など畑作１反３畝を耕作
しておりまして、農機具等もトラクターや田植え機、管理機など一式の農機
具を所有しておりますけれども、今後につきましては委託をするというふう
な状況になっております。そういった中で耕作には問題がないと思われます
ので、取得後も引き続き必要な農作業に従事するものと思われます。
以上で現地を確認し、双方での一応内容を確認したということでございま
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２について、事務局の説明をお願いいたします。

主

事

番号２でございますが、北房の譲渡人が、労力不足によりまして、同じく北
房の譲受人に、申請農地、田１筆１６８㎡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、２１番推進委員さんから説明を
お願いいたします。

担当推進委員
議

長

担当推進委員

議長。
はい、どうぞ。
それでは、続きまして議案番号２につきまして確認の報告をさせていただき
ます。
去る１１月３０日に譲受人立ち会いのもと、現地確認を行いました。譲渡人
は病弱なために現地に来れないため、電話で連絡をとって確認をしたところ
でございます。譲受人は今回の申請地の隣に新築住宅の計画がありまして、
譲渡人からの希望もあり取得することにしたものです。なお、譲渡人は高齢
で病弱であり耕作することができない状況でもあり、申請地の農地も耕作不
便地というところで、譲受人が耕作したほうが農地が有効に生かされるとい
うふうに考えております。次に、譲受人の耕作状況でございます。譲受人は
父の農地を引き継ぎまして農業に従事しており、譲受人に話を聞いたとこ
ろ、取得後は新築する隣ということで家庭菜園等に生かしたいということで
ございます。
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以上で報告とさせていただきます。
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、事務局より説明をお願いいたします。

主

事

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、田７筆５，２５７㎡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、２４番推進委員さんから説明を
お願いいたします。

担当推進委員
議

長

担当推進委員

議長。
はい、２４番推進委員。
２４番です。
議案番号３につきまして、ご説明申し上げます。
期間は１１月２９日に譲受人同席のもと、現地調査を行っております。権利
移転する事由の詳細につきましては、譲受人と譲渡人は親子関係でございま
す。譲渡人は長年にわたり申請地で稲作を行ってこられましたが、高齢とな
り、みずから耕作することが困難となり、贈与によります譲受人が申請地を
取得するものでございます。譲受人の耕作状況等につきましては、譲受人は
現在は専業農家でみずから農業に従事されております。譲受人に話を聞いた
ところ、家族は４人世帯で、現在所有している農地については基幹作業の一
部を委託している農地もありますが、全て耕作を行っており、また申請農地
の取得後も必要な農作業に従事すると認められます。また、耕作機械等につ
きましては、トラクター、田植え機、管理機、耕運機等を保有されておられ
ます。
以上でございます。その他指摘事項はございません。

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

番号４でございますが、落合の譲渡人が、労力不足によりまして、同じく落
合の譲受人に、申請農地、田１筆７５６㎡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

議長。

議

はい、１５番委員。

長

１５番委員

１５番です。
議案番号４番につきまして、１１月３０日に譲受人と譲渡人立ち会いのも
と、現地確認を行いました。権利移転しようとする事由の詳細ですけども、
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譲渡人は以前から親族に後継者がいないのと自身も高齢になり、また申請地
も自宅から離れたとこにあるため、管理をしてもらえる方を探していたとこ
ろ、申請地の東隣を耕作している譲受人とこのたび売買の話がまとまり、申
請を行うものです。譲受人の耕作状況ですけども、譲受人は妻と息子夫婦で
自営業を営んでおりますが、農作業は主に譲受人が行っております。農繁期
には妻と息子さんも農作業に従事しており、農機具も一部期間作業を委託し
ている作業もありますが、トラクター、田植え機、コンバイン等を所有して
おり、現在所有している農地は全て耕作しております。
以上のとおり、申請地取得後も問題なく農作業に従事すると認められます。
その他指摘事項もございません。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

番号５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、畑１筆４９０㎡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、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

はい、１番委員。

長

１番委員

１番でございます。
議案番号５番について報告いたします。
１１月２６日に譲受人、譲渡人同席のもとに現地確認を行いました。譲渡人
は病気療養中で耕作が難しくなりまして、耕作してくれる人を探しておりま
したが、畑の近くに住む譲受人にお願いして、無償贈与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、現在３６アールの田畑
を耕作しておりまして、農業に必要な機械は全て持っていて、田のほうは田
植えから稲刈り、乾燥、もみすりまで全て自分でやっておるということでご
ざいます。働ける間は今後も農業を続けるということですので、必要な農作
業に常時従事することができるものと思われます。その他指摘事項はござい
ません。
以上です。

議

長

ありがとうございました。
続きまして、番号６は取り下げとなりましたので、番号７について、事務局
の説明をお願いいたします。

主

事

番号７でございますが、湯原の譲渡人が、相手方の要望によりまして、同じ
く湯原の譲受人に、申請農地、田１筆４９２㎡を、売買によります所有権の
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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、７番委員さんから説明をお願い
いたします。

７番委員

議長。

議

はい、７番委員。

長

７番委員

７番です。
本件につきましては、１０月３１日に譲受人立ち会いのもと、聞き取り及び
現地調査を行いました。譲渡人は現在高齢でひとり暮らしをしております
が、病気でこのたび長期入院となり、借り手もなく、余儀なく２年ほど前か
ら耕作放棄状況になりました。対象田が譲受人の自宅前にあり、草も生え、
カメムシ等も家に入ってくるのも理由の一つとして、このたび権利移転の話
が成立し、取得するものでございます。譲受人の耕作状況等ですが、譲受人
は高齢でひとり暮らしですが、近くに長男が在住しており、農繁期には５０
アール程度の農作業の手伝いをしており、また必要な農機具は完備してお
り、今後においても親子で農作業に従事するものと認められます。その他指
摘事項はございません。
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

番号８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、川上
の譲受人に、申請農地、田１筆２，９４０㎡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、４５番推進委員さんから説明を
お願いいたします。

担当推進委員
議

長

担当推進委員

議長、４５番です。
はい、４５番推進委員。
議案番号８についてですが、１１月２９日に譲受人に立会いただき現地調査
を行いました。譲渡人は近くの親戚の方を代理人として立てておりまして、代
理人とは事前に調査を済ませております。権利移転する事由の詳細についてで
すけど、譲渡人は東京で会社を経営し生活基盤も築いているため、将来ふるさ
とに戻る予定もなく、母親が亡くなったのを機に資産を処分することとしまし
た。既に墓じまい等も済ませております。同地区内の親戚を代理人として購入
者を探しておりましたが、地区内の酪農家と堆肥舎、牛舎に隣接する農地の売
買がまとまりました。続きまして、譲受人及び世帯員の耕作状況についてです
けど、譲受人は夫婦で酪農経営をしており、牛６０頭、借り入れ地を含め草地
１４ヘクタールぐらいの規模で必要な農機具等もそろっております。
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以上のとおり、耕作状況及び従事日数等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。特に指摘する事項はありません。
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

番号９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、八束
の譲受人に、申請農地、田７筆１３，２７４㎡、畑４筆７９６㎡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、４５番推進委員さんから説明を
お願いいたします。

担当推進委員
議

長

担当推進委員

議長、４５番です。
はい、４５番推進委員。
議案番号９について、１１月２９日に譲受人に立ち会いをいただき、現地調
査を行いました。先ほど申しましたように、代理人の方とは事前に調査を済ま
せております。権利移転する事由の詳細についてですが、譲渡人は東京で会社
を経営し生活基盤も築いているため、将来ふるさとに戻る予定もなく、母親が
亡くなったのを機に資産を処分することにいたしました。既に墓じまい等も済
ませております。同地区内の親戚を代理人として購入者を探しておりました
が、代理人の知人から紹介された譲受人と代理人の協議の結果、購入の話がま
とまりました。なお、農地価格につきましては、議案番号８で譲渡するもの以
外、狭小なものを含む全ての農地と宅地、住宅、納屋も一括での売買が成立し
たため、議案番号８とは異なる単価となっております。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７年前に大阪から移住してまい
りまして、蒜山の農業法人で２年間ぐらい農業を学んだ後、８５アールの借り
入れ地でハウストマト、白ネギなどを夫婦で耕作しております。農機具等につ
きましては、管理機など小型のものは所有していますが、トラクターについて
は地主さんが使わないものを厚意で借りて使っております。現在、築年数不明
の住宅に住んでおりますが、将来両親と同居を考えていますので、今回農地と
住宅を含めての購入に至りました。パイプハウス移築などのめどが立つまでの
間は、現在議案番号８の酪農家の方が草地として使っている圃場につきまして
は引き続き使ってもらう予定としております。また、トラクターなどの必要な
農機具も購入予定であります。
以上のとおり、不正取得等のおそれもないと思われますので、審議等よろし
くお願いいたします。その他特に指摘する事項はありません。

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
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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

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５４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

議長。

議

長

はい、事務局。

主

幹

議案第５４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。
３ページをお開きください。
番号１でございます。
番号１－１は追認案件でございます。申請人（北房）は、宗教法人でありま
すが、既存の墓地用地が手狭になったため、畑１筆２２６㎡を、コンクリー
ト擁壁を設置し、土地造成工事を完了しておりました。申請人は農地法を理
解しておらず、許可を得ないまま墓地造成をしており、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。また、番号１－２について
も、既存の墓地用地が不足しており、今回の追認申請にあわせて、畑１筆５
２４㎡を、墓地用地拡張のため申請するものです。農地区分は２種農地と判
断されます。転用に伴う費用は、墓地建設費７００万円。資金の内訳とし
て、自己資金７００万円。添付書類は、土地利用計画図、平面図、断面図、
顛末書、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します。

議

長

それでは、現地調査を行った結果について、２０番推進委員さんから説明を
お願いいたします。

担当推進委員

議長。
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議

長

担当推進委員

はい、２０番推進委員。
２０番推進委員です。
議案番号１について、ご説明申し上げます。
１１月３０日、申請人立ち会いで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、先祖墓の供養、管理の依頼が最近特に多くなり、墓地
用地が不足の状態になり、今後も増加の見通しであることから墓地用地とし
て転用の申請をするものです。申請地の位置は、申請人自宅から東へ約５０
ｍぐらいの場所にあります。周囲の状況につきまして、東が畑、一部墓地が
あります、西が寺の駐車場、南が墓地、北が道路。周辺農地は特に東側の畑
がありますが、影響はないと思われます。その他指摘事項につきまして、追
認案件については、古い墓石の供養の場所として使用しているものです。申
しわけないということでございますが、事務局から説明がありましたよう
に、今後は十分注意するとの反省の弁でありました。
以上、報告を終わります。

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５４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５４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５５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、番号２については関連する内容ですので、事務局より一括して説明
をお願いいたします。

主

幹

議長。

議

長

はい、事務局。
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主

幹

議案第５５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８件となっております。
４ページをお開きください。
番号１、番号２でございます。番号１、番号２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。
済みません。ここで議案の一部修正をお願いいたします。
番号１の資金欄ですが、３万円の下に２，０００万円と表示しております。
こちらは誤りですので削除をお願いいたします。番号１のほうの２，０００
万円のみ、削除をお願いいたします。済みません。
それでは、説明のほうに入ります。
申請人、譲受人（市内法人）は、運送業を営んでおり、現在タクシー及びバ
スの駐車場として３カ所を借地として借り受け営業しています。近年、バス
やタクシーによる交通事故が多発しており、管理規制が厳しくなってきてい
ることから、駐車場を集約し、車両等の管理の合理化を図る目的で、番号１
の申請地、田１筆１０２㎡と、番号２の申請地、田１筆１，０３６㎡を、譲
渡人（落合）の２名から譲り受け、露天駐車場として整備するため、転用申
請するものです。農地区分は、都市計画区域の未線引きの用途区域に該当す
るため、３種農地と判断されます。転用に伴う費用は２筆合計で、土地購入
１，２０３万円、土地造成８００万円、舗装構造物ほか１，０００万円。資
金の内訳として、自己資金１，００３万円、借入金２，０００万円。添付書
類として、土地利用計画図、平面図、横断面図、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、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

はい、１１番委員。

長

１１番委員

１１番です。
この２件につきまして、申請のメインは番号２番になりますので、順番を逆
にして２番から説明をさせていただきたいというふうに思います。
現地の確認ですが、１１月３０日に譲受人と現地立会の上で確認をしたとこ
ろであります。申請地は長年耕作をしてもらっていました耕作者も高齢化を
され、いつまでも耕作できるかわからない状況にありました。そうした中、
事務局のほうからもありましたように、譲受人は申請地より１キロ南西にお
いて運送業を営んでおり、駐車場が手狭になったということで困っていたと
ころ、申請地の話を聞きまして露天駐車場としての売買の話がまとまり、申
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請をしたものであります。申請地の位置ですけども、ＪＡまにわ本所の南西
２００ｍに位置します。周囲の状況ですが、東側が原野、西にソーラーパネ
ルが設置されてます。それから、南と北に道路が接しております。周辺農地
への影響ですけども、周辺に農地はありませんので影響はないと思われま
す。その他指摘事項はありません。
続いて、番号１ですけども、同じく現地立会を１１月３０日に譲受人と現地
を立会しております。申請地については長年耕作できる状況ではなくて、番
号２の売買とともに隣接ということで譲受人が露天駐車場として売買すると
いうことになりました。申請地の位置ですが、ＪＡまにわ本所の南西２００
ｍに位置しております。周辺の状況ですけども、東、西、南が道路に面し、
北については今回の番号２番の申請地に当たります。周辺農地への影響につ
いては、農地はありませんので影響はありません。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、譲受人（市内法人）は、運送業を営んでおり、申請地の一部を平成
３０年１１月ごろから使用貸借契約を結び露天駐車場の敷地として利用して
いましたが、今後も事業拡大を計画しており、運搬車両の増加が見込まれる
ことから、このたび申請地、田１筆１，４８４㎡を、譲渡人（市外）から譲
り受け、露天駐車場に整備するため、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。過去の申請内容から計算しますと、２分の１の拡張を行った場
合、５２㎡の残地ができますが、農地としてかなり狭小となり、隣接する土
地と一体的な利用も困難であることから、今回あわせて転用申請を行うもの
です。転用に伴う費用は、土地購入８０万円、土地造成２００万円。資金の
内訳として、自己資金２８０万円。添付書類として、土地利用計画図、平面
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、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

はい、１１番委員。

長

１１番委員

１１番です。
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番号３について、説明させていただきます。
現地立会については、譲受人に１１月３０日に現地を立会しております。転
用しようとする事由の詳細でありますが、申請地が昨年１１月総会において
一部を使用貸借していたものでありますけども、このたび譲受人の経営する
運送業における露天駐車場が手狭となり、使用貸借を解約した上で全筆を売
買するものであります。申請地の位置でありますが、ＪＡまにわ農業センタ
ーから北東に２００ｍ。周辺の状況でありますけども、東が宅地、西と北が
田んぼでありまして、南が道路に面しております。周辺農地への影響につい
て、周辺に農地はありますけども、露天駐車場ということもありまして周辺
への影響はないものと思われます。その他指摘事項ですが、地元水利組合に
は譲受人から許可を得ているというふうに聞いております。
以上です。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。
申請人、使用借人（落合）は、現在アパートで生活していますが、子供の成
長に伴い手狭となり、申請地、田１筆４０９㎡を、使用貸人（落合）から借
り受け、住宅を建築するため、転用申請するものです。また、使用借人の妻
と使用貸人は親子です。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、住宅その他申請に係る周辺の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する
と思われます。転用に伴う費用は、土地購入は使用貸借のため０円、土地造
成１５０万円、建物施設２，７５０万円。資金の内訳として、借入金２，９
００万円。建ぺい率は、２８％。添付書類として、土地利用計画図、平面
図、立面図、使用貸借契約書、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。

議

長

それでは、現地調査を行った結果について、２４番推進委員さんから説明を
お願いいたします。

担当推進委員
議

長

担当推進委員

議長。
はい、２４番推進委員。
２４番でございます。
議案番号４につきまして、ご説明申し上げます。
１２月４日に使用貸人立ち会いのもと、現地を調査しております。転用しよ
うとする事由の詳細につきましては、使用借人は現在アパートで生活してお
りますが、子供もふえ大きくなり、現在の住居が手狭になったことから、新
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たに自己住宅を建築するため、近隣の土地を検討していたところ、義父であ
る使用貸人と貸借の話がまとまったことから申請を行うものでございます。
申請地の位置等につきましては、申請地は県道古見月田停車場線十字園天津
介護サービスセンターより北東約３０ｍほど離れた市道に面した場所にあり
ます。周囲の状況につきましては、東が田、西が市道、南が田、北が宅地。
周辺農地への影響につきましては、申請地に隣接した農地がありますが、本
申請は一般的な個人住宅であり、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。その他指摘事項はありません。
以上でございます。
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

６ページをお開きください。
番号５でございます。
申請人、賃借人（市内法人）は、経営する会社の事業が拡大し、現在ある工
場では需要を賄えなくなってきたため、工場に隣接した申請地、田３筆、合
計１，６９１㎡を、賃貸人（落合）から借り受け、新たに工場建屋を建設す
るため、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、土地購入は賃貸借のため０円、土地造成１，０００万円、
建物施設３，５００万円。資金の内訳として、自己資金５００万円、借入金
４，０００万円。添付書類は、土地利用計画図、平面図、立面図、断面図、
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。

議

長

それでは、現地調査を行った結果について、２５番推進委員さんから説明を
お願いいたします。

担当推進委員
議

長

担当推進委員

議長。
はい、２５番推進委員。
２５番推進委員です。
議案番号５につきまして、去る１１月２９日に申請人（賃借人）の立ち会い
のもとで現地確認を行いました。転用する事由の詳細ですが、賃借人と賃貸
人は同一人物なんですけど、会社の法人のほうで借るようにしてます。借人
は貸しお絞り業を営んでおり、業務拡張のため、現在ある工場の横の代表者
の田んぼと賃貸契約を結び、工場を建てるものです。申請地の位置ですが、
国道３１３号線、あぐりガーデン横のガソリンスタンドより東へ４００ｍほ
ど入り、紙屋部落の外れに位置します。周辺の状況ですが、東側が休耕田、
西に市道、南に市道、北側が現在の工場と宅地になっております。周辺農地
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への影響ですが、東側の田は休耕田であり、南側が道路に面した田がありま
すが、６ｍの幅の道路を挟んでいるため、日照、通風などの影響はないと思
われます。その他指摘事項ですが、特にございません。ご審議方よろしくお
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６について、事務局より説明をお願いいたします。

主

幹

番号６でございます。
申請人、使用借人（久世）は、現在親と同居していますが、子供の成長に伴
い手狭となったため、申請地、田１筆３９６㎡を、使用貸人（久世）から借
り受け、住宅を建築するため、転用申請するものです。農地区分は、都市計
画区域の未線引きの用途区域に該当するため、３種農地と判断されます。ま
た、使用借人と使用貸人は親子です。転用に伴う費用は、土地購入は使用貸
借のため０円、土地造成６００万円、建物施設４，５００万円。資金の内訳
として、自己資金２００万円、借入金４，９００万円。建ぺい率は、４
１％。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、３１番推進委員さんから説明を
お願いいたします。

担当推進委員
議

長

担当推進委員

議長。
はい、３１番推進委員。
３１番推進委員です。
議案番号６について報告します。
１１月３０日に使用貸人立ち会いのもとに、現地確認を行いました。転用し
ようとする事由についてですが、使用貸人と使用借人は親子の関係で、現在
４世帯６人が同居していますが、息子夫婦に子供ができ手狭になったのと、
将来妻の両親と同居する予定もあり、使用貸人の土地を借りて自己住宅を建
築するものです。申請地の位置等についてですが、スーパードラッグひまわ
り久世店の西側駐車場に隣接しております。周囲の状況は、東側は宅地、西
側は宅地、南側は田、北側は市道に面しております。また、周辺農地への影
響は、南側の田と隣接しておりますが、水路はそのまま残す予定で、地域の
水利組合とも住宅に転用することで同意を得ております。
以上のとおり、本案件について周辺農地への影響についても問題ないと思わ
れますのでよろしくお願いします。
なお、本申請地南側はかさ上げして畑として耕作する予定です。本件につい
ては、報告第２６号、番号２のとおりとなっております。
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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

幹

７ページをお開きください。
番号７でございます。
申請人、譲受人（市内法人）は、事業の拡大、効率化のため、工場施設を整
備していますが、施設整備に伴い、工場立地法の規定による敷地内緑地面積
の確保が必要となり、このたび工場敷地に隣接する土地所有者と売買の話が
まとまったことから、申請地、田３筆、合計１，１７４㎡を、譲渡人（久
世）から譲り受け、工場内緑地として整備するため、転用申請するもので
す。農地区分は、都市計画区域の未線引きの用途区域に該当するため、３種
農地と判断されます。転用に伴う費用は、土地購入１，７００万円、土地造
成１５０万円。資金の内訳として、自己資金１，８５０万円。添付書類とし
て、土地利用計画図、平面図、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、３３番推進委員さんから説明を
お願いいたします。

担当推進委員
議

長

担当推進委員

議長。
はい、３３番推進委員。
３３番推進委員です。
議案番号７番につきましては、去る令和元年１１月２９日に譲受人の会社責
任者の立会のもとに現地確認を行いましたので報告いたします。転用しよう
とする事由の詳細でございますが、譲受人の会社はここ数年大規模な自社工
場の建てかえをしており、この工場整備に伴い、岡山県の工場立地法に基づ
く敷地内に整備しなければいけない緑地面積が不足となっております。必要
とする面積を確保するため、工場敷地に隣接する当該農地の所有者にお願い
していたところ、このたび譲渡人との間で話がまとまったことから申請する
ものです。申請地の位置ですが、申請地は旭ポリスライダー岡山工場西に隣
接しており、まにわ整形外科から南に市道を５０ｍほど進んだ市道の両側に
位置しております。周囲の状況ですが、市道を挟んで両側に申請地があり、
左側の申請地については、東、市道、西、宅地、南、宅地進入路、北、宅
地、右側の申請地については、東が工場敷地、西が市道、南が工場進入路、
北が農地転用地であります。周辺農地への影響ですが、申請地に隣接した農
地はありませんが、本申請は低木などを植栽して緑地化する申請であり、周
辺にある農地は全て南側に所在しているため、今後の耕作の日照、通風等に
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支障を来すことはないと思われます。また、申請地の周囲に所在してる既存
の用水路については、このまま残して利用するということで協議ができてい
るとのことです。なお、この農地に附属する改良区には、転用するための同
意を得ております。その他指摘事項はありません。
以上のとおり、本案件については転用はやむを得ないと思われますので、ご
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８について、事務局の説明をお願いいたします。

主

幹

番号８でございます。
申請人、使用借人（川上）は、現在親と同居していますが、家屋が老朽化し
ており、隣接している申請地、田１筆４９９㎡を、父である使用貸人（川
上）から借り受け、住宅を新築するため、転用申請するものです。なお、現
在の家屋は物置などとして利用されるとのことです。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、住宅その他申請に係る周辺の地域
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すると思われます。転用に伴う費用は、土地購入は
使用貸借のため０円、土地造成費８０万円、建物施設１，９００万円。資金
の内訳として、自己資金１，９８０万円。建ぺい率は、３０％。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、４６番推進委員さんから説明を
お願いいたします。

担当推進委員
議

長

担当推進委員

議長。
はい、４６番推進委員。
４６番です。
議案番号８について報告いたします。
現地確認は１１月２６日に使用借人の立ち会いのもとに行いました。使用借
人と貸人の関係は親子であります。借人は、以前より自宅の建てかえを考え
ておられました。現在の建物が老朽化しているのと、市道と水路に面してお
り、自宅建物が道路より低い位置にあり、湿気が上がるため、現在の宅地東
側の田を埋め立てて自宅を新築するため、申請を行うものでございます。申
請地の位置等ですが、川上保健センターより北西に４００ｍほどのところに
位置しております。周囲の状況は、東が宅地、西が自宅、南が農地、北が農
道となっております。周辺農地への影響ですが、南側に農地がありますが、
貸人の所有地であり影響はありません。その他指摘事項もありません。よろ
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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。
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。よろしいですか。
＜「質疑なし」の声＞

議

長

それでは、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、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５６号、農地法第５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、事務局より説明をお願いいたします。

主

幹

議長。

議

長

はい、事務局。

主

幹

議案第５６号、農地法第５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、本日審議していただく案件は１件でございます。
８ページをお開きください。
番号１でございます。
本案件は、申請人、譲受人（市外法人）が、令和元年１１月１２日付、真農
委指令第５１１号で農地法第５条第１項の規定による許可を受けた案件でご
ざいます。変更理由でありますが、当初申請地を従業員用の露天駐車場とし
て整備する計画でしたが、その後に転用を予定していた土地の東側に隣接す
る土地所有者より売買の話があり、さきに取得した土地に挟まれる場所にあ
るため、有効利用できると考え取得をされました。このことにより、議案第
５５号の番号７の案件と同様に、工場の敷地面積が広がったことにより、岡
山県工場立地法で定められている緑地の規定が適用され、現在整備済みの緑
地面積では不足するため、令和元年１１月１２日に許可を受けた転用地２筆
を露天駐車場から工場内緑地への事業計画変更を申請するものです。なお、
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職員の露天駐車場につきましては、後に取得した土地を整備し、使用するこ
ととなる計画のようです。緑地整備に係る費用は、土地購入費につきまして
は、１１月案件での取得額１，６００万円です。計画変更により、土地造成
１００万円、資金の内訳として、自己資金１００万円となります。本案件
は、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、３３番推進委員さんから説明を
お願いいたします。

担当推進委員
議

長

担当推進委員

議長。
はい、３３番推進委員。
３３番です。
議案番号１番につきましては、去る１１月２９日に申請人の会社責任者立会
のもとに現地確認を行いましたので報告いたします。
事業変更しようとする事由の詳細ですが、この申請は申請人の会社が大規模
な自社工場の建てかえに伴う従業員用の露天駐車場として計画され、１１月
の総会で許可を受けた案件を工場敷地内における緑地に事業計画変更として
申請するものでございます。これは先月の転用許可後に、この転用農地と工
場敷地の間に雑種地がございまして、この土地の所有者から売買の話を持ち
かけられたところ、会社としても一体的に有効に活用できるということで取
得しております。この土地を取得いたしたことによりまして、工場全体の敷
地面積に対し、岡山県が定めている工場立地法で一定の緑地が必要となりま
した。既存の敷地内に計画している緑地面積だけでは不足したため、そのた
めに新たに取得した土地を露天駐車場として整備し、これは雑種地ですね。
これを駐車場として当初許可をいただいたこの農地につきましては緑地に変
更整備したいということでございます。申請地の位置ですが、申請地は旭ポ
リスライダー岡山工場から西に３０ｍほど進んだ国道及び市道沿いの角地に
位置しており、まにわ整形外科の前でございます。周囲の状況ですが、東は
雑種地、西が市道、南が先ほど５条の７番転用地、北は国道１８１号でござ
います。周辺農地への影響ですが、申請地に隣接した農地はありません。そ
のため、影響等はないと思われます。申請地の周囲に所在している既存の用
水路については、このまま残して利用するということになっております。そ
の他指摘事項はありません。
以上のとおり、ご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。
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
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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。よろしいですか。
＜「質疑なし」の声＞
議

長

それでは、これをもって質疑を打ち切ります。
これより議案第５６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、農地法第５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５７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

議長。

議

長

はい、事務局。

主

事

議案第５７号について、９ページをお開きください。
議案第５７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、令和元年１２月６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８０
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。

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。
それでは、これをもって質疑を打ち切ります。
これより議案第５７号を採決いたします。
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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５７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７、報告第２５号、農地転用の制限の例外に係る届出につ
いて、日程８、報告第２６号、農地改良に係る届出について、日程９、報告
第２７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

議長。

議

長

はい、事務局。

主

事

１７ページをお開きください。
報告第２５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、届け出人及び農地の所在は落合です。田１筆１５１
㎡のうち７２㎡を農業用施設にするものです。
１ページお進みください。
報告第２６号、農地改良に係る届出については、次の４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落合で、田１筆４７９㎡
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久世で、田１筆２３４㎡
をかさ上げし、畑として利用するものです。
番号３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７８７㎡
をかさ上げし、畑として利用するものです。
番号４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１，７５
７㎡のうち８７０㎡をかさ上げし、畑として利用するものです。
１ページお進みください。
報告第２７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、ともに北房です。農地の所在以降
はお目通しをお願いします。
番号２でございますが、賃借人、賃貸人、ともに勝山です。農地の所在以降
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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、ともに湯原です。農地の所在以降
はお目通しをお願いします。
番号４でございますが、賃借人、川上、賃貸人、市外です。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。よろしくお願いします。
議

長

日程７、報告第２５号、農地転用の制限の例外に係る届出について、日程
８、報告第２６号、農地改良に係る届出について、日程９、報告第２７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
のことにつきまして質問、意見等がございましたらお願いいたします。
＜「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。どうぞ。

１７番委員

済みません。女性農業委員の研修会がございましたので、若干報告させてく
ださい。
１１月２１、２２日と広島のほうでありました。参加者が約２００名ぐらい
で、２日間にわたって勉強会をすることとなりました。前に報告させていた
だきましたが、東京に行ったときに横浜の税関のところで輸入品の怖い話を
してくださった方が今回も来てくださって、やっぱりもっと怖い話をいっぱ
いしてくださいました。すごく印象的なのは、日本中のナンバーをつけたト
ラックが右へ左へ持って帰ると。それが地元のお土産品に変身して、みんな
の口に入っていくというお話をよくされるんですけども、やっぱり大根とキ
ュウリの塩漬けのを５年も６年もたっても腐りもしない。何が、塩だけなん
だろうかというのを実際に目の前で見て帰ってきただけに、それからはその
辺のを買って帰るのが嫌になったというのは自分は覚えてるんですけども。
よく考えて、簡単にお土産品でも買っては怖いなというのがすごくインパク
トがありました。
それから、女性ホルモンをよく使ってて、まだ２歳ぐらいでもおっぱいが大
きい男の子や女の子がいるって。生理も早くからできてたりとか、そのホル
モンの使い方なんかもすごく怖いなというのをすごく思いました。何が私た
ちの口に入ってるんかということを、どんどんアメリカからいろいろなもの
が輸入されてきて、日本の農業ってどないなるやろうかなと思いながらも、
テレビを見てたら、あれもこれも入ってくるような感じになってて。どうい
うふうに自分たちが口に入れていったらいいんかなというのを何か、怖いな
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というような感じを受けています。
あと、２日目に女性の経営者の方が、農業女子の方や、それから学生なんか
とコラボしながら新しいものを開発したりとか、いろんなことに着手されて
ったりとか。それから、農地の再利用とか、いっぱいいろんなことがあって
ごちゃごちゃなんですけども、みんなの生き生きとした姿がすごく印象的で
した。みんな、地域に帰ると、１人の女性として頑張っていて、ここにみん
なで顔を合わせて、また家に帰って頑張ろうって思って帰ろうなっていって
別れるのが、毎回そうなんですけども、すごく印象的で、何が自分にできる
かっていうことを考えながら生きていかなきゃいけないなというのを改めて
感じさせていただいた研修会でした。
以上です。
議

長

ありがとうございました。
ほかにはございませんか。よろしいですか。
＜「質疑なし」の声＞

議

長

事務局。

主

幹

それでは、総会終了後、落合地区の方はこのまま会場に残っていただいて、
検討会のほうをお願いしたいと思います。
それと、最初に説明があった市民大学講座のほうの申し込みを希望される
方、書類のほうを置いて帰っていただければと思います。よろしくお願いし
ます。

議

長

それでは、１２月総会を閉会したいというふうに思います。
次回１月総会は、１月１０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３０分
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閉会）

