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令和元年 第５回 真庭市農業委員会総会 議事録 

 

１．開催日時 令和元年５月１４日（火） 

午前１０時００分から午前１１時１５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  3番 小山正男  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 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（３人） 

  農業委員  2番 妹尾宗夫  4番 長鉾忠明  10番 山懸将伸 

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23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24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25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26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27号 平成３０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７ 議案第28号 平成３１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８ 報告第12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13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 主幹 前田雅章 主事 梶原千裕 藤元香 

７．会議の概要 
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（午前１０時００分 開会） 

 

事務局次長 失礼いたします。ちょっと時間より早いですが、皆さんおそろいのようなの

で会のほうを進めさせていただきたいと思います。 

では、改めまして皆さんおはようございます。 

ただいまから令和元年５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。 

令和元年が出発いたしまして、２週間がたちました。まだ、令和という名前

にはなじんでいないところがありますけど、時間がたたなければこれもしっ

くりこないんではないかというふうに思います。新しい時代が始まったとい

うことでございまして、皆さんもいろんな気持ちで迎えられたというふうに

思います。 

情勢のほうも、今は中国とアメリカの関税問題に非常に揺れておりますけ

ど、日本のほうもアメリカとの貿易交渉ということで始まっております。ど

のような結果になるか、農産物は非常に厳しいんじゃないかといううわさで

ございますけど、我々はこういう時代をまた生きていかなければならないわ

けでございまして、やはり中山間地域、非常に厳しい面もあるというふうに

思います。何とかいいこと、いい方法を皆さんで考えてやらなければ、どう

にもならないということもございます。新しい農業者が、やっぱり農業はす

ばらしい、地域がすばらしいということを感じてもらえるような、そういう

時代になってほしいなというふうに思います。 

３月末に意見交換会ということで各地域でやってもらいまして、きょうこの

資料をいただいたわけです。しっかりとこれを読ませていただいて、各地域

で話し合いの場も非常に必要だというふうに思います。また、農業委員会で

も何ができるかということをみんなで考えていかなければというふうに思っ

ております。事務局のほうとしっかりと意見を話し合いながら進めていかな

ければならないというふうに思います。非常に厳しい時代にまた入っていく

んではないかということも思いますけど、農業委員会一丸となって頑張って

いきたいというふうに思いますんで、今後ともよろしくお願いいたします。 

それでは、５月の総会を開会したいと思います。よろしくお願いします。 

事務局次長 それでは、本日の欠席委員は３名です。２番委員、４番委員、１０番委員よ

りその旨連絡がありましたので、ご報告いたします。 

ただいまの出席委員は１９名中１６名で、定足数に達しておりますので、５

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
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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９番委員、１１番委員を指名いたします。 

日程２、議案第２３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２３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４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、落合

の譲受人に、申請農地、田３筆６，４３３㎡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、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 １３番です。 

それでは、番号１につきまして説明させていただきます。 

本件は、地区担当推進委員の方が５月２日に調査を行われておりますので、

それをもってご報告をさせていただきます。 

権利移転する事由の詳細でございますが、譲渡人は岡山永住の予定でありま

す。親から引き継いだ田畑の売却を考えておりました。片や、譲受人は数年

前に会社を退職し、農業規模拡大を検討しておりました。このたび、両者の

希望が合致いたしまして、売買の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、譲受人は定年退職後、専業農家として１ヘク
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タールの田を耕作しており、トラクター、コンバイン等の農具一式を有して

おります。また、申請田の隣接田を有しており、作業、利便性の点からも長

期にわたって耕作するものと考えられます。 

以上、３条の許可要件は全て満たしていると考えられますので、ご審議よろ

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、八束の譲渡人が、同じく八束の譲受人に、申請農

地、田１筆１３７㎡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、１７番委員さんから説明をお願

いいたします。 

１７番委員 はい。 

議 長   はい、１７番委員。 

１７番委員 １７番です。 

推進委員の方が４月２９日に調査、現地確認を行いましたので、その報告を

させていただきます。 

渡し人、受け人とも親子の関係でございます。渡し人は高齢になり、息子で

ある受け人に権利移転を申請するものでございます。受け人は妻と２人で水

稲栽培を主に耕作及び管理をされています。野菜は自家消費です。なお、農

機具一式は所有し、今後も農作業に従事すると認められますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。指摘事項も特にございません。 

以上です。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号３について、事務局の説明をお願いいたします。 

主 事   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、田５筆１４，５０３㎡、畑５筆６，０１５㎡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、１７番委員さんから説明をお願

いいたします。 

１７番委員 はい。 

議 長   はい、１７番委員。 

１７番委員 ４月２９日に受け人とお話をしました。既に長期にわたって耕作をされてい

る場所でございました。昔、名義変更のときに持ち畑の交換をされていた部

分の移転の作業が不十分で、今回はっきりと権利移転をするということにな

りました。毎年家庭用の野菜の作付をされている、今後も引き続きやってい
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くとのことです。家族は祖母、本人、妻、子と頑張っておられます。指摘条

項も何もございません。どうぞ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 事   番号４でございますが、八束の譲渡人が、経営移譲により、同じく八束の譲

受人に、申請農地、田４筆１７，０３８㎡、畑１０筆４９，０９６㎡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、報告を事務局よりお願いいたし

ます。 

主 幹   議長。 

議 長   はい、事務局。 

主 幹   担当農業委員さんより調査票を預かっておりますのでご報告いたします。 

５月１日に家族全員と会い、申請書持参者と現地確認を行いました。譲受人

は譲渡人の娘婿であり、結婚以来２１年間、家族とともに家業で酪農業をし

ております。このたび、譲渡人が７０歳を迎えることから経営移譲を行うも

のです。譲受人は家族全員で牧場を経営しており、今後も酪農業に従事する

と認められます。その他指摘事項はございません。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。 

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。 

１番委員  はい。 

議 長   はい、どうぞ１番。 

１番委員  １番委員。 

２番の世帯人が３人になっとんですけど、２名って言われたんですけど。２

名であれしとるというて報告があったんですけど、ここ３人になっとんで

す。 

１７番委員 ごめんなさい。３人です。ごめんなさい。 

議 長   それでは、３人ということでお願いします。 

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、ほかにはなしということで、これをもって質疑を
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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、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２４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２４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ページ目をお開きください。 

番号１でございます。 

申請人（落合）は、現在の墓地が山間地にあり、墓地に至る道も急な坂道で

あるため、墓参りや管理が困難になってきていることから、実家に近い場所

に設置するため、申請地、畑１筆１９㎡を、墓地用地にするため、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

地造成１００万円。資金の内訳として、自己資金１００万円。添付書類は、

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 長   はい、１５番委員。 

１５番委員 議案番号１番につきまして、担当推進委員さんが５月１日に申請人と２人で

現地確認を行っております。それを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けども、現在の墓地は山の中にあり、日陰

となり、環境が悪く、墓参りの道も急な山道であり、家族が高齢化となり、

墓参りもできないような状況になり、今回日当たりのよい自宅周辺に墓地を

することになり、家族全員が楽に墓地参りするために申請をするものでござ

います。申請地の位置ですけども、県道勝山栗原線より関上公会堂より約５
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００ｍほど入った自宅の隣約３００ｍのところにあります。周辺の状況です

けども、東が畑、西が畑、南も畑、北が雑種地となっております。周辺農地

への影響ですけども、周辺農地は北と南は申請者の所有している畑でござい

ます。また、西側にありますけども、これも畑で、隣接の方にも了承を得て

いるということなので何ら問題ないと思います。その他指摘事項はございま

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。 

申請人（落合）は、現在の墓地が実家から遠方の山際にあり、参道も荒れて

維持管理が困難になってきたため、実家近くの申請地に移設するため、申請

地、畑１筆１９㎡を、墓地用地にするため、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、土地造成５０万円。資金

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、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します。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、担当委員さんが欠席されており

ますので事務局より報告をお願いします。 

主 幹   議長。 

議 長   はい、事務局。 

主 幹   番号２につきまして、担当農業委員さんより調査票を預かっておりますので

ご報告いたします。 

５月６日に申請人立ち会いのもと、現地確認を行いました。転用しようとす

る事由の詳細についてですが、現在の墓地が山中の便の悪いところにあり、

自己所有の畑の墓参りのしやすいところに墓地を移転するものです。申請地

の位置ですが、河内小学校の隣にある生家から南へ姫新線、中国道をそれぞ

れくぐった５００ｍくらいの位置にあります。周囲の状況ですが、東西南

北、全て畑となっております。周辺農地への影響ですが、近隣民家の方にも

承諾済みであり問題ありません。その他指摘事項もございません。 

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

への影響についても問題ないと思われますので、ご審議方よろしくお願いい

たします。 

議 長   それでは、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（勝山）は、現在の墓地が実家から遠方の富原地区にあり、墓参りや
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管理が困難になってきていることから、自宅近くの申請地に墓石を移転する

ため、申請地、畑１筆１７㎡を、墓地用地にするため、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、土地造成１３０万円。資金の内訳

として、自己資金１３０万円。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  ３番です。 

議案番号３につきましては、担当推進委員より確認の書類が出ておりますの

で、それに従って説明をさせていただきます。 

現地確認は、５月４日に申請人立ち会いのもと、現地確認を行っておられま

す。転用しようとする事由の詳細についてですが、申請地は長年にわたり申

請人が畑として耕作をしてきましたが、昨年病気になり、入院をし、退院後

も体調が戻らず、労力不足により耕作をやめ、また申請人の実家墓地が富原

の山の中腹にあり、管理及び参拝が困難になり、自宅の近くへ移転するもの

です。なお、墓地転用は畑面の一部です。申請地の位置等ですが、申請地は

申請人の自宅裏、北西に隣接しています。周辺の状況ですが、東が畑、西が

畑、南、畑、北、畑、全て自己所有ですと、こうなっております。周辺農地

への影響ですが、申請人所有の畑ですので特に問題はないと思われます。そ

の他指摘事項ですが、墓地設置に当たっては半径１００ｍ以内の近隣同意を

得ておりますので、問題はないと思われます。ご審議のほどよろしくお願い

いたします。こうなっております。 

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（八束）は、申請地、田２筆、合計４，０５３㎡のうち２筆合計８．

４２㎡に、一時転用により営農型太陽光発電設備を設置し、下の農地でソバ

を栽培するため、転用申請をするものです。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、「次の（ア）申請に係る農地を仮設

工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
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れた農業振興地域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、建物施設

３，６５０万円、解体撤去費２００万円。費用の内訳として、自己資金３，

８５０万円。添付書類は、土地利用計画図、平面図、中国電力との契約書

類、経済産業省に対する再生エネルギー発電設備を用いた発電の認定証明の

写し、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

いします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、担当委員欠席のために事務局よ

り報告をお願いいたします。 

主 幹   議長。 

議 長   はい、事務局。 

主 幹   番号４につきまして、担当農業委員さんより調査票を預かっておりますので

ご報告いたします。 

令和元年５月９日に申請人立ち会いのもと、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が、平成３０年４月に営農型太陽光発電設備の設

置ということで申請をされましたが、作付品目の変更により取り下げとなっ

た案件です。当時、柿を作付する予定で申請しておりましたが、栽培に長い

年月がかかるため、このたびソバに変更し、再申請するものです。申請地の

位置ですが、八束ふるさと特産館より南西約４００ｍの場所に位置していま

す。周辺の状況ですが、１０１番地につきましては東が田、西が牧草地、南

が畑、北が市道、２０４番地につきましては東が市道、西が農道、南が市

道、北が自宅になっております。周辺農地への影響ですが、太陽光発電設備

による日照権の問題はなく、周辺農地への影響はないと思われます、考えま

す。その他指摘事項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。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２４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２４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２５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   議長。 

議 長   はい、事務局。 

主 幹   議案第２５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９件となっております。 

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、市発注の北房地区災害復旧工事を行うに

当たり、鉄板を敷き並べ、重機の進入路及び材料置場として使用するため、

申請地、田２筆、合計２，４８９㎡のうち２９０㎡を、使用貸人（北房）の

２名から借り受け、仮設道路及び資材置場に一時転用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、本体工事の請

負金で対応するとのことです。添付書類として、土地利用計画図、平面図、

横断図、縦断図、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、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。 

担当推進委員さんに調査していただきまして、その調査報告書を読まさせて

いただきます。 

現地確認日は、平成３１年４月２５日です。転用しようとする事由の詳細で

すが、昨年７月豪雨災害において、阿口地内の太田川が氾濫し、災害が発生

しました。今回、真庭市から災害復旧事業を北房管内の使用借人が請け負っ

たものです。現場は河川復旧工事で隣接地である水田農地を工事のため、重

機や資材を置くために占用することとなります。譲渡人２人と譲受人との協

議がまとまったことから申請を行うものです。なお、田植え後から８月末ま
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での一時転用となるものです。申請地の位置等ですが、申請地は阿口杉集落

から東に約５００ｍの山林と山林に囲まれた場所に位置しております。周囲

の状況ですが、東が水田や道路、西が川と山林、南が川、北が水田となって

おります。周辺農地への影響ですが、申請地に隣接した農地は災害関係者の

農地であり、早い復旧が必要なこと、それ以外で周辺に対して日照、通風等

に支障を来すことはないとないと思われます。その他指摘事項もございませ

ん。よろしくご審議ください。 

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（北房）は、福祉施設を経営しており、このたび申請地に隣

接する家屋を購入したため、申請地を舗装し、自家用車及び経営する福祉施

設への入所相談者の駐車場に整備することと、あわせて既設の車庫は平成５

年ごろに建築され、農機具倉庫として使用されていましたが、この車庫を通

常の車庫及び物置として使用するため、申請地、畑２筆、合計２３６㎡を、

譲渡人（北房）から譲り受け、露天駐車場及び車庫にするため、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２０万円、土地造成１００万円、進入路の整備３０万円。費用の内訳と

して、自己資金１５０万円。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、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 議案番号２です。５月３日に担当推進委員が現地確認を行いました。農業委

員も同席しております。転用しようとする事由の詳細ですけれども、譲受人

はことし４月より譲渡人の実家で空き家となっていた住宅に入居いたしまし

た。宅地内は駐車スペースが狭くて、１台しか駐車できないこと。それも、

車の出入りに見通しが悪くて危険なこと。そして、あわせて譲受人の仕事上

の相談に来られる方の駐車スペースも必要なために新たな駐車場を検討して

おりました。近隣の土地を検討したところ、住居の北側にある譲渡人の畑で

話がまとまり、このたびの申請となりました。位置ですけれども、申請地は

譲受人の住居からすぐ１０ｍ北側にあります。周囲の状況ですけれども、東

が道路、西、畑、南は道路、それから北は道路です。申請地に隣接した小さ

な農地がありますけれども、本申請は一般的な駐車場であり、日照、通風等
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に支障を来すことはないと思われます。また、駐車場の排水を地域の集落排

水へ流すことなどへの同意などは、また駐車場へ転用するためのことなどは

隣地の同意を得ております。特にほかにはありません。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（北房）は、自宅の敷地の一部が国道の歩道拡幅のため買収

されたことにより、自宅の駐車場にとめると車が歩道にはみ出る状態となっ

ており、出庫する際には歩行者や自転車にとって危険を感じている状況の

中、今後駐車場部分を部屋に改修する計画もあり、駐車場が必要となってい

ます。また、譲受人は会社を経営しており、社用車や社員の通勤車両の駐車

場が不足していることもあり、申請地、田２筆、合計５１６．９３㎡を、譲

渡人（北房）から譲り受け、露天駐車場を整備するため、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３

００万円、土地造成５０万円、建物施設１００万円。費用の内訳として、自

己資金４５０万円。添付書類として、土地利用計画図、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、１２番委員さんから説明をお願

いいたします。 

１２番委員 はい。 

議 長   はい、１２番委員。 

１２番委員 この件につきましては、５月３日に現地確認を行いました。転用しようとす

る事由の詳細でありますけれども、譲渡人と受け人は同一集落の住人です。

受け人の自宅は旧国道３１３号沿いにあって、車庫は手狭で、出入に危険な

ことが多くて困っておりました。また、経営している会社が近くにあって、

会社駐車スペースも不足しておりました。一方、自宅南側にある当該地は耕

作されずに長年保全管理がなされているのみでありました。譲渡人は駐車場

にするために譲ってもらいたいと前々から伝えられていたんですけれども、

このたび先代からの相続がきっちりしたために売買できることになって応じ

ることにしたものです。場所ですけれども、北房振興局より東方、東の方面

６００ｍぐらいのところの国道３１３号バイパスと旧道に挟まれて、譲受人

の自宅に隣接しております。東、道路、西、田、南、道路、北、譲受人の自

宅です。周辺ですけれども、隣地所有者には了解を得ております。西側は田
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地でありますけれども、長年これも耕作されずに保全管理のみされている状

況ですし、水利ももともとは２本あったんですけれども、近年誰も使用して

いない状況であり、周辺の農地への影響は考えられないと思います。そのほ

かのことはありません。どうぞ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。 

申請人、市内医療法人（落合）は、平成３０年１２月７日総会で許可された

露天駐車場及び管理棟、通路の整備を行う敷地と一体で利用するため、申請

地、畑１筆７．７８㎡を、譲渡人（落合）から譲り受け、職員の露天駐車場

の敷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８万円、土地造成５０万円。費用の内訳として、自

己資金５８万円。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 長   はい、１１番委員。 

１１番委員 １１番です。 

番号４でありますが、地区担当委員さんから報告書を提出していただいてお

りますので、それをもって報告をさせていただきます。 

現地確認は５月９日に行っております。転用しようとする事由の詳細であり

ますが、譲受人は現在露天駐車場を整備中でありますけども、用地の一部に

譲渡人の農地があることが判明し、このたび譲渡人との売買の話がまとま

り、申請を行うものであります。申請地の位置ですが、株式会社藤岡エンジ

ニアリングより西約２０ｍほど離れた市道に面した位置にあります。周囲の

状況ですけども、東が水路で、ほか三方については道路という状況です。周

辺農地への影響ですが、隣接した農地はありますけれども、この申請は露天

駐車場でありまして、日照、通風等に支障を来すことはないというふうに思

われます。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。 
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番号５でございます。 

申請人、使用借人（落合）は、現在アパートに住んでいますが、子供の成長

に伴い手狭となったため、申請地、田１筆３０１㎡を、父である使用貸人

（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。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、土地造成２００万円、建物施設１，８００

万円。資金の内訳として、借入金２，０００万円。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、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、地区担当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。 

議 長   はい、地区担当推進委員さん、どうぞ。 

担当推進委員 地区担当推進委員でございます。 

それでは、申請番号５について説明します。平成３１年４月２９日に使用貸

人立ち会いのもと、現地確認を行いました。転用しようとする事由の詳細で

すが、使用貸人と使用借人は親子関係で、使用貸人はもともと申請地近くで

農業をしていましたが、住居は地形が悪く、道路は狭小で生活に不便が生

じ、少し離れたところに現在地に居住を構えております。使用借人は市内勤

務で、現在市内のアパートに住んでいますが、子供が大きくなり、現在の居

住が手狭になったことから、新たに自己住居を建設するため宅地用地を探し

ていたところ、使用貸人と話がまとまり、このたび申請を行うものでござい

ます。申請地の位置ですが、申請地は落合中学校の東側で、市道を挟んで隣

接しております。続きまして、周辺の状況ですが、東側が使用貸人の畑、西

側が市道を挟んで落合中学校、南は畑、北に宅地と畑がございます。周辺農

地への影響でございますが、申請地に隣接した農地はありますが、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、地域の水利組合及び隣接する住居、農地所有者等には同意を得て

いるそうでございます。その他指摘事項は特にありません。 

以上です。ご審議方々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。 

申請人、譲受人（落合）は、現在アパートに住んでいますが、祖父母や母も

高齢となっており、将来世話ができるよう、申請地、田１筆３２９㎡を、譲
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渡人（久世）から譲り受け、住宅を建築するため、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、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。転用に係

る費用は、土地購入費は祖父から譲り受けるため０円、土地造成１００万

円、建物施設２，５００万円。費用の内訳として、借入金２，６００万円。

建ぺい率は、３５％。添付書類として、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  １番でございます。 

番号６番について報告いたします。現地確認を３１年４月２９日に譲受人、

譲渡人同席のもとに行かせていただきました。転用しようとする事由の詳細

ですが、譲受人は譲渡人の孫で、現在市内のアパートに妻と２人で住んでい

て、近く子供さんが生まれるということです。消費税も上がる予定もありま

すし、将来は両親も見なければならないということから、譲渡人に相談し、

話がまとまったものです。なお、農振指定地域は除外されております。申請

地の位置ですが、竹藤建設採石場より西へ約１００ｍ行ったところを南へ約

１００ｍ入ったところでございます。周囲の状況ですが、東が市道、西が

田、南が田、北が田でございます。周辺農地への影響ですが、三方が田でご

ざいますが、通常の一般住宅であり、また三方とも譲渡人の田であり、農地

への影響はないものと思われます。 

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（久世）は、現在アパートに住んでいますが、子供の成長に

伴い手狭となったため、申請地、田１筆１９４㎡を、譲渡人（久世）から譲

り受け、住宅を建築するため、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、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。転用に係る費用は、土地購入
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５０万円、土地造成３００万円、建物施設２，４００万円。費用の内訳とし

て、借入金２，７５０万円。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、被害防除計画書が添付されています。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番です。 

担当推進委員さんから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。 

５月６日に譲受人立ち会いのもとに現地確認を行っております。転用しよう

とする事由の詳細でございますけれども、譲受人は現在アパートで生活して

おりますが、子供も大きくなり、現在の住居が手狭になったことから、子供

が米来小学校に通学していることもあり、同じ学区で新たに自己住宅を建設

するために学校周辺の土地を検討していたところ、このたび譲渡人と話がま

とまったことから申請を行うものでございます。申請地の位置でございます

けれども、申請地は米来小学校から北へ４００ｍほどにある集落の外れに位

置しております。周囲の状況でございますけれども、東は市道、西は転用予

定地、南は水路、市道、北は田であります。周辺農地への影響でございます

けど、申請地に隣接した農地がありますが、本申請は一般の個人住宅の申請

であるため、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、この農地に附属する改良区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、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、譲受人、市内法人（勝山）は、番号７の土地所有者より、耕作が困

難なことから土地の処分について相談を受けており、当初計画では番号７の

転用者が住宅用地として取得することで話が進んでおりましたが、資金的な

理由などにより不要な部分が残ってしまいました。申請人は、かねてより土

地所有者から土地処分について相談を受けていたことや近隣も住宅地である

ことから、このたび、申請地、田１筆２２７㎡を、譲渡人（久世）から譲り
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受け、建て売り住宅を建築するため、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、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。転用に係る費用は、土

地購入６０万円、土地造成３００万円、建物施設２，４００万円。費用の内

訳として、借入金２，７６０万円。建ぺい率は、２７％。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番です。 

担当推進委員さんから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。 

４月３０日に譲受人立会のもと、現地確認を行っております。転用しようと

する事由の詳細でございますけれども、譲受人は建設業を営んでおり、新た

な建て売り住宅の建設用地を検討していたところ、このたび譲渡人との話が

まとまったことから申請するものでございます。申請地の位置でございます

けれども、申請地は米来小学校から北へ４００ｍほどにある集落の外れに位

置しております。先ほどの申請番号７の申請地の西側になります。周囲の状

況でございますけれども、東は転用予定地、西は田、南は水路、市道、北は

田であります。周辺農地への影響でございますけど、申請地に隣接した土地

がありますが、本申請は一般の個人住宅の申請であるため、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、この農地に附属する

改良区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。 

以上のとおり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９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９でございます。 

申請人、譲受人（勝山）は、現在の墓地の場所が自宅の位置から遠方にある

ため、高齢となり墓地の維持管理が困難となってきたため、申請地、畑１筆

１７㎡を、譲渡人（勝山）から譲り受け、墓石の移転をするため、転用申請
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するものです。農地区分、申しわけありません。議案書のほうに２種と記載

しておりますが、３種の誤りです。申しわけありません。修正をお願いいた

します。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、土地造成７０万円。費用の内

訳として、自己資金７０万円。添付書類として、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、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。 

この件につきましても、先ほどの議案番号３と関連しておりまして、担当推

進委員より調査報告書が提出されておりますので、それに従って報告をさせ

ていただきます。 

議案番号９につきましては、５月４日に申請人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についてですが、譲渡人と譲受人は

夫婦の関係にあり、先ほど審議いただいた第４条の議案番号３と関連してお

ります。譲受人名義の墓地を新設するため、譲渡人の畑を一部分筆し、譲受

人に所有権移転するものです。先ほどの事情と同様、奥様の病気及び加齢に

より労力不足となり、耕作できないため、墓地の準備をしたいとのことで

す。申請地の位置等ですが、譲受人の自宅裏（北西側）に位置しておりま

す。周囲の状況、東が畑、西が畑、南が畑、北が畑となっております。周辺

農地への影響ですが、周囲は譲渡人の畑ですので特に問題はないと思われま

す。その他指摘事項として、新設墓地の上限面積が２０㎡以下となっている

ため、夫婦別名義で墓地新設となっております。 

以上のとおり本案件について転用はやむを得ないものと思われますので、ご

審議のほどよろしくお願いいたします。こうなっております。 

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。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２５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２５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２６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 幹   議長。 

議 長   はい、事務局。 

主 幹   議案第２６号につきまして、９ページをお開きください。 

議案第２６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５月１４日付での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

９９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   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２６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。 
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よって、議案第２６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２７号、平成３０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   議長。 

議 長   はい、事務局。 

主 幹   それでは、１７ページの議案第２７号、平成３０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、みずから点検、評価を行うものでございま

す。 

１８ページをごらんください。 

１８ページの左側は、平成３１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５，６６０ヘクタールに対しまして、これまでの集積面積１，３０１

ヘクタール、集積率は２２．９９％となっております。 

２番目の平成３０年度の目標及び実績でございます。 

①の集積目標１，７２５ヘクタールに対し、集積実績１，３０６ヘクタール

ということで、達成状況は７５％となっております。 

３番目の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。 

１９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２７年度以降の新規参入者は、平成２７年度が７経営体、２８年度が１

１経営体、２９年度が１２経営体となっております。 

２番目、３０年度の目標及び実績でございます。 

３０年度の参入目標１０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１２０％となっております。 

続きまして、１９ページ、右の時計文字４番、遊休農地に関する措置に関す
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る評価でございます。 

現状管内の農地面積５，７０２ヘクタールに対しまして、遊休農地面積が４

２ヘクタールとなっております。割合は０．７４％でございます。 

３番目、２の目標の達成に向けた活動といたしまして、昨年１０月から３月

にかけて荒廃農地の現地確認調査を行いました。農地法第３２条第１項第２

号の調査に該当しており、調査筆数８０筆、調査面積１２ヘクタールとなっ

ております。 

４番目、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

たしまして担当地区の現地確認を継続して行います。 

続きまして、２０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、特に山間部においては地元農業者の

目も行き届きにくく、違反転用の発見がおくれがちで。済みません。マイク

の調子がおかしいです。違反転用の発見がおくれがちであり、重点的な監視

活動が必要となります。 

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、申請者への

総会等での指摘や許可条件を説明した件数８３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、２１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２２法人となっております。 

続きまして、右側をごらんください。 

時計文字７番、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、農地の貸し借りの相談に対して、農地中間管理事業の案内等の個

別対応を行いました。農地転用の申請についての相談は、農地法の説明を行

い、転用内容によりその制度説明を行いました。 

以上、簡単ではございますが、平成３０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。よろしくご審議方お願

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。 
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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 すみません。純粋に質問だと思ってください。 

せんだって、年度末に調査に行かせていただきました。もういかにもだめな

土地を見せていただいて、これはだめだろうという判断をいたしましたね。

それの調査の結果っていうのが、例えば面積的にとかね、数とかで、こうい

う評価に上がってくるのかなと、来るまでに去年のこのコピーを見て思って

おりましたが、そういうのとは関係のない話なんでしょうか。ちょっとよく

わからずに聞いてますよ。 

今回、今修正部分の紙をいただきました。修正部分の紙と前からいただいて

いる紙を見ますと、一番最後の活動に対する評価の文章が違うとか、３番の

活動実績のところが調査数が８０筆に、１２ヘクタールに変わっていると

か、そういう修正部分があるんですけどね。その修正の部分も、あれれ、そ

れはどうなのかっていうことと、それから恐らく遊休農地っていうことは、

この間の年度末の調査というものが何らかの仕事として反映されとるんちゃ

うかと、実は期待してきょう来たんですけれど、それはもう関係ないんです

か。そこのところを教えていただけますか。それわからずに聞いてますんで

ね、すみません。 

議 長   よろしいか、事務局。 

主 幹   失礼します。３月に実施していただいた荒廃農地調査につきましての実績を

差しかえて、差しかえ前の総会資料、１９ページの３の２に記載できており

ませんでした。その荒廃農地調査確認現地作業が、ここの活動実績の、法で

言うと３２条第１項第２号の調査の対象になるということが、総会資料を作

成した後に、すみません、私の勉強不足で申しわけないんですけど該当する

ということで、今回差しかえとして調査数、筆数として８０筆、調査をして

いただいた総面積１２ヘクタールということで記載をさせていただきまし

た。 

それで、今後の目標及び活動に対する評価ということで、以前は実施ができ

なかったというような内容で記載しておりましたが、こういったことより今

後も適正に農地、遊休農地調査等々を実施していくというような表記に変え

させていただいたところです。 

１２番委員 そうしますと、今よくわかりました。どっかに反映されへんのかなと思って

ましたのでね。わかりました。 

そうしますと、その遊休農地がふえたっていうことになりますと、その大き

い４の１の現状の課題とかというて書いてあるところの遊休農地面積みたい

なもんも変わったりはしないんですか。毎年これネットで見ますと、毎年こ
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の活動の点検とか評価についてはネットでオープンにされておりますよね。

この流れがなかなかどういう意味なのかがつかめなかったんですね、これま

で。 

議 長   よろしいか。そこのところを、ほんなら説明してください。 

主 幹   すみません。現状及び課題のところに記載している４２ヘクタールの遊休農

地面積、これは１２ヘクタールですか、８０筆、１２ヘクというのが含まれ

ておりまして、１２ヘクの荒廃農地調査の調査に対して、ここの活動実績に

上げられてなかったということになります。内数ですね。４２ヘクのうち１

２ヘクが遊休農地と。１２ヘクが荒廃農地調査のその３２条第１項第２号に

該当することがわかったので、調査対象農地として８０筆、１２ヘクを上げ

させていただいたということです。 

１２番委員 ありがとうございました。自分たちのやった仕事が、こういうきちっとした

調査書の中にどう反映していくかっていうのは、やっぱり知りたいことなん

ですよね。何かわからへんけど、しただけやっていうんじゃなくて、ぜひ反

映させてあるということがわかりたいんですよね、私たち。これからも、よ

ろしくお願いいたします。ですから、きょうこうやって説明をしていただい

たんですけれども、できましたら、去年のはここの数字が、例えば現在の農

地の数字がこんだけや、遊休農地がこんだけふえたから、ここに書いてある

やつがここに書いてあって、こっからこれを何ぼ引いたからここの結果でこ

うなったんやと。そういう説明で、また。いや、今回はもういいですよ。今

回はいいんですが、この読み方ですね。読み取り方を何か、私ら初めての者

やから、というて何ですが、わかりやすく、ぜひご説明をお願いしたいと思

いました。きょうはいろいろとありがとうございました。 

議 長   わかりました。 

事務局のほうにも、また改善してもらいたいということです。 

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   それでは、これをもって質疑を打ち切りたいというふうに思います。 

これより議案第２７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２７号、平成３０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７、議案第２８号、平成３１年度の目標及びその達成に向
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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 事   議長。 

議 長   はい、事務局。 

主 事   それでは、２２ページ、議案第２８号、平成３１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。 

この決定につきましても、農林水産省経営局長通知に基づき、全ての農業委

員会において取り組み、平成３１年度の活動計画を策定するものです。 

ここで申しわけありませんが、議案の訂正をお願いいたします。文面の下か

ら２行目の「平成２９年度」とありますが、「平成３０年度」に訂正をし、

修正をお願いいたします。申しわけありませんでした。 

それでは、２３ページをごらんください。 

左側時計文字１番、農業委員会の現状でございますが、現状ということで議

案第２７号の数字と同じでございます。 

右側時計文字２番、担い手への農地の利用集積、集約化でございます。 

１番目、現状及び課題といたしまして、管内の農地面積５，５９０ヘクター

ルに対しまして、これまでの集約面積１，３０６ヘクタールということで、

集積率は２３．３６％でございました。 

２番目、平成３１年度の目標及び活動計画でございますが、集積面積は１，

３１０ヘクタール、うち新規集積面積は３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３０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３１年

度の目標及び活動計画による目標は前年度と同じく１０経営体としておりま

す。 

続きまして、２４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番目の現状及び課題ですが、平成３１年４月現在の遊休農地は５５

ヘクタールであり、昨年が４２ヘクタールに対し増加しております。農地中

間管理機構の利用促進や利用意向調査を実施するなどして遊休農地の解消に

取り組みたいと思います。 

続きまして、時計文字５番、違反転用への適切な対応でございます。 

現在まで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３１年度の活動計画でございますが、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
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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ござい

ます。 

以上でございますので、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。はい、どうぞ。 

担当推進委員 これをもとに農業委員会でやっていくということなんでしょうけれども、こ

れを見ると、活動計画は目標達成のために何月に、何を行うか、詳細かつ具

体的に記入というふうになっているんですけども、何を詳細で具体的かとい

う問題もあるかと思いますけども、非常に抽象的でわかりにくいですし、こ

れで行動しようとすると、なかなか難しいと思う。 

例えば、違反転用への適切な対応のところで、農地パトロールの実施や農業

委員会広報云々というのがありますけども、農地パトロールをしようとする

と、やっぱり地図が要るんですけれども、この前意見交換会でも要望したん

ですけれども、非常に地図がわかりにくいと。農地ナビを見ても、そのとき

の情報がタイムリーにあるかというとそうじゃない部分もあるんです。そう

すると、やっぱり地図は毎年更新で出していただくとかというふうにしない

と、パトロールもなかなかできにくいという状況になりますので、そういっ

た方法等もやっぱりちゃんと網羅していただかないと非常にやりにくい状況

で、書くだけ書いたというような感じにもとれますので、何か随時相談会

云々とありますけども、何の相談会を指しているのか、随時やられてるとい

うことですけども、いつやられてるのかというのを具体的に、集中的にやっ

ていくとかというふうにしていかないとやっぱりわかりにくいと思うんで

す。これはアクションプログラムがないと実行計画には移っていかないとい

うように思いますので、そういったあたりを少し細かく検討いただければな

というふうに思います。 

以上です。 

議 長   わかりました。 

事務局から何かありませんか。 

農地パトロールは昨年はちょっとできなかったんですけど、年１回、日を決

めて地域でやっておりました。１回ではなかなか難しいかなということで、

今後は地域で相談して、いい日にやっていただくというのが一番いいのかな

というふうに話はしておりますけど、まだ決定はしておりません。今後、運
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営委員会等で話して、ぴちっとそこら辺のところを詰めていきたいというふ

うに思っております。 

地図という問題につきましては事務局等の対応が必要なんで、そこらをでき

るだけ努力していただいて、地図を出していただくようにお願いしたいとい

うふうに思います。 

よろしいですか。 

主 幹   今回の活動計画に対しても、具体的にもう何月に何ということっていうのを

記載したほうがいいとご意見だと思うんですけども、そのようにしますが、

先ほどの話で行くと、パトロールも実施期間というのは特定できないので、

何月から何月というような書き方になってしまうかと思いますが、それでも

よろしいですか。ほかの委員さんも、それでよろしいですか。 

＜「異議なし」の声＞ 

主 幹   わかりました。そうしましたら、こちらの一番下部になりますが、活動計画

につきましてはおおよその期間を記載して公表するということに変えさせて

いただきます。 

修正内容につきましては、もう実は６月までにはホームページに載せる必要

がありますので、こちらの事務局側に任せていただいてもよろしいでしょう

か。 

議 長   よろしいですか。 

＜「異議なし」の声＞ 

主 幹   ありがとうございます。じゃあ、事務局含め全部協議をさせていただきまし

て、修正して公表をさせていただくこととさせていただきます。済みませ

ん。ありがとうございました。 

議 長   ６月に運営委員会をぜひ開いていただいて、きちっとそこでも話を進めてい

きたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

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、これをもって質疑を打ち切ります。 

これより議案第２８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２８号、平成３１年度の目標及びその達成に向けた活動計画

（案）の決定についてということで、この案は原案のとおり可決されまし
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た。 

続きまして、日程８、報告第１２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１３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   議長。 

議 長   はい、事務局。 

主 事   ２５ページをお開きください。 

報告第１２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５３㎡

を農業用進入路にするものです。 

１ページお進みください。 

報告第１３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６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、北房、賃貸人、市外です。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、ともに落合です。農地の所在以降

はお目通しをお願いします。 

番号３でございますが、賃借人、賃貸人、ともに久世です。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、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します。 

番号５でございますが、賃借人、賃貸人、ともに八束です。農地の所在以降

はお目通しをお願いします。 

番号６でございますが、賃借人、賃貸人、ともに八束です。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８、報告第１２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１３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、意見等がありましたらお願いいたし

ます。 

よろしいですか。 

＜「質疑なし」の声＞ 

議 長   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
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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   ないようです。 

事務局より。 

＜「なし」の声＞ 

議 長   それでは、以上で５月総会を閉会したいと思いますが、次回６月総会は６月

１１日火曜日の午前１０時からの予定ですので、よろしくお願いいたしま

す。 

（午前１１時１５分 閉会） 

 


