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前田雅章

主事

梶原千裕

藤元香

（午前１０時００分
主

幹

開会）

皆さんおはようございます。総会の前に失礼いたします。
初めに、真庭市人事異動についてご報告いたします。
産業観光部農業振興課課長佐藤敏明のほうが、以前からの体調不良によりま
して、令和元年８月３１日付で退職いたしました。本来ならば、退職前に皆
様にご挨拶申し上げるのが本意ではございますが、会長を初め、農業委員、
推進委員の皆様には在職中、真庭市の農業振興に係る活動等、多大なるご協
力とご支援を賜り、心より感謝申し上げたいと申しておりました。志半ばで
の退職となりましたが、今後は療養に努めるということであります。
佐藤課長の退職に伴い、令和元年９月１日付で産業観光部長の新田直人が農
業振興課長と兼務となります。また、農業委員会事務局長は金崎総括参事と
なり、令和元年９月１日付で辞令交付をしておりますので、あわせてご報告
させていただきます。

事務局長

よろしくお願いします。

主

次に、本日の紹介議案の差しかえをお願いいたします。

幹

１ページの議案第４０号の番号４につきまして、取得予定の農地までの距離
について、配付させていただいている資料では０．５㎞と記載しておりまし
たが、再確認したところ、１５㎞の誤りでしたので、訂正した資料を配付し
ております。お手数ですが、差しかえをお願いいたします。
続きまして、先月からお願いしております利用状況調査についてですが、皆
様本当に暑い中、大変お忙しい中調査にご協力いただきまして本当にありが
とうございます。調査が完了された方から随時報告を受けている状況です。
担当地区内で確認が困難な場所などがありましたら、事務局のほうで可能な
限り現地確認のほうを対応させていただきますので、可能な限り早目にご報
告いただければと思います。確認していただいた活動記録につきましても、
活動時間などの記録をとっていただき、あわせて提出をお願いしたいと思い
ます。
もう一つ、１０月１日火曜日に開催される令和元年度農業委員、農地利用最
適化推進委員の研修会ですが、現在９月６日までの出欠の取りまとめで、参
加予定としては１８名となりました。農業委員の方９名と、推進委員の方９
名で、バスの乗車につきましては１３名となります。バスの乗降時間につき
ましては、今業者のほうを決定する事務を進めておるところであります。ま
た、決定後に時間等のお知らせはご案内させていただこうと思います。予定
では、昨年度同様に湯原振興局から出発するという予定としております。ま
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た、道中長いので、昨年と同じように、済いません、昼食等は事務局のほう
で用意できないので、各自で対応していただきたいと思います。ご迷惑をか
けますけど、よろしくお願いいたします。
最後に、本日総会終了後に「豊かな大地」の編集委員会のほうも予定させて
いただいております。委員の方は、総会終了後もうしばらく時間をいただい
て、編集委員会のほうをよろしくお願いいたしたいと思います。
事務局からのほうは以上です。
事務局長

それでは、皆さん改めましておはようございます。
冒頭、事務局のほうからもお話をさせていただきましたが、佐藤課長が退職
ということで、実は私たちも盆前にその事実を知ったということで、なかな
か事後報告になってしまったことをおわびいたします。
それでは、ただいまから令和元年９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。
非常に残暑のほうが厳しいのが続いております。湿度が非常に高いので、体
力が非常に消耗するような毎日だということでございます。きのうは、台風
１５号が関東のほうへ上陸いたしまして、大きな被害を与えたところでござ
います。先日は、新見のほうでも大雨が降りまして、かなり被害が出たとい
うことで、今の時期何が起こるかわからないような状態が続いております。
今後、台風シーズンが続きますので、しっかりと気をつけていきたいという
ふうに思っております。農作業のほうも、刈り取りの時期を迎えております
けど、非常に天候不安定、そういう状態が続いておりまして、刈り取りのほ
うもおくれているんではないかというふうに思います。これから実りの秋と
いうことで、非常に忙しい時期でございます。どうぞ皆さん頑張ってやって
いっていただけたらというふうに思いますんで、よろしくお願いいたしま
す。
先ほどにもありましたように、佐藤前課長、事務局長が退職ということで、
やめられたわけでございまして、佐藤さんは農政畑をずっと歩いてこられた
方ということで、真庭市の農業、農政につきまして非常に詳しい見識を持っ
ておられるというふうに思います。農水省に３年行っておられまして、それ
から帰って頑張ってやるという決意でおられたと思いますけど、闘病しなが
らの仕事ということで、非常に体力面も消耗したんではなかろうかというふ
うに思います。ここでしっかりと療養、休んでいただいて、また元気になっ
ていろんな面で活躍していただけるというふうに私たちも思っておりますん
で、ぜひ頑張っていただきたいというふうに思います。
それでは、９月の総会を始めたいと思います。よろしくお願いいたします。
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事務局長

それでは、本日の欠席委員は１名で、１５番委員よりその旨通告をいただい
ております。
よりまして、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、９月総会は成立しておりますことを報告いたします。
それでは、真庭市農業委員会会議規則第５条により、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

それでは、議事録署名委員は、１７番委員、１８番委員を指名いたします。
日程２、議案第４０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

はい、議長。

議

長

はい、事務局。

主

事

議案第４０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５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、農業廃止によりまして、北房の譲
受人に、申請農地、畑１筆１９３㎡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、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

担当推進委員

はい、議長。
はい、２０番推進委員さん、どうぞ。
２０番担当委員です。
議案番号１について、９月４日に譲受人と現地のほうへ行って確認調査を行
いました。譲渡人は東京都在住で、電話で話を聞き確認いたしました。
権利移転についての事由の詳細ですが、譲渡人、譲受人は本家、分家の関係
で、譲渡人は東京都在住で、実家を継いで維持管理していた義理の兄が昨年
亡くなり、譲受人が家屋、土地を管理、耕作する話がまとまり、譲受人が申
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請地を取得するものです。
譲受人及び世帯員の耕作状況ですが、譲受人は兼業農家で、両親と３人家族
です。申請農地については、自宅すぐ横で、家庭菜園として自家用野菜等を
栽培し、耕作するとのことです。何ら問題ないと思います。その他指摘事項
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

事

番号２でございますが、落合の譲渡人が、耕作不便によりまして、同じく落
合の譲受人に、申請農地、畑１筆２５３㎡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

はい、１６番委員。

長

１６番委員

１６番です。
議案番号２番につきまして、８月３１日に譲受人と現地確認を行いました。
権利移転の詳細ですが、譲受人の父のころから約２５年間申請地を耕作して
きました。現在、譲渡人の実家の家には誰も住んでいないので、耕作するこ
とが不便なため、譲受人に話をしたところ、このたび売買の話がまとまり、
譲受人が申請地を取得するものです。
譲受人の耕作の状況ですが、譲受人はアルバイトをしながら農業に奥さんと
お父さんと３人で従事しております。ほとんどが自家消費で、豆などは四方
一に出荷されています。農機具は、トラクター、管理機、トップカーなど
で、取得後も必要な農作業に従事すると認められます。その他指摘等はござ
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、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、畑１筆１９８㎡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、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

はい、議長。
はい、３１番推進委員、どうぞ。
推進委員３１番です。
審議番号３について、８月３１日に譲受人立ち会いのもとに現地調査を行い
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ました。
権利移転する事由の詳細についてですが、譲受人は勝山地内に居住していま
すが、申請地の北側は譲受人の実家の宅地に隣接しており、以前から譲って
もらうよう交渉をしていました。譲受人が農地を相続し、新しく所有者に変
わってからは、シルバー人材センターに草刈り等管理を委託していたので、
不動産業者に売買の話を依頼したところ、売買することで話がまとまったも
のです。
譲受人の耕作状況等についてですが、譲受人は３人世帯で、譲受人が主に農
業に従事しており、妻が補助しているところです。貸付地はなく、譲受人が
耕作しております。農機具は、トラクター、耕運機、管理機等を所有してお
り、譲受地についても引き続き菜園場として耕作されるものと思われます。
以上のとおり、耕作状況及び従事日数等について問題ないものと思われます
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、勝山の譲渡人が、落合の譲受人に、申請農地、畑２
筆３３４㎡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、９番委員さんから説明をお願い
いたします。

９番委員

はい、議長。

議

はい、９番委員。

長

９番委員

９番です。
議案番号４につきまして、８月３０日に譲受人が都合が悪く、代理人の行政
書士の方と推進委員とで現地調査を行いました。
権利移転する事由の詳細でございますが、譲渡人と譲受人は親子関係であ
り、譲渡人は長年にわたり申請地で耕作を行っていましたが、高齢による労
力不足ということで、みずから耕作することが困難なため、譲受人に贈与す
る話がまとまり、譲受人が申請地を取得するものです。
譲受人の耕作状況でございますが、譲受人は妻と２人暮らしで、兼業農家で
あり、現在所有している農地は全て耕作を行っております。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。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、八束の譲渡人が、同じく八束の譲受人に、申請農
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地、畑３筆４２，２８７㎡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、４１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、４１番推進委員、どうぞ。
４１番推進委員です。
議案番号５について、８月３１日に担当農業委員さんと２人で、譲受人に立
会いただき、現地調査を行いました。
権利移転する事由の詳細ですけれど、譲渡人と譲受人は親子です。譲渡人
は、芝づくりの専業農家で、長年にわたり申請地で農作業を行ってこられま
したが、高齢になり農作業ができないため、譲受人が申請地を取得するもの
です。
譲受人の耕作状況ですけれど、譲受人は譲渡人と２人で暮らしておられま
す。譲受人は、専門学校卒業後約３０年、譲渡人と一緒に芝の生産をしてこ
られました。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。
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。その他の指摘事項はありません。

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
ます。
質問のある方は挙手でお願いいたします。
質問はございませんか。１番委員、どうぞ。

１番委員

１番です。
番号５ですけど、今親子で２人住んでおられるように言われたんですけど、
これは３人に、これはなっとります。

議

長

はい。

主

事

失礼いたします。申請書によりますと、岡本さん、渡し人さんと受け人と、
もう一人お兄様のほうが書かれておりますので、３名と書かせていただいて
おりますが。

１番委員

今の報告は２人と。

主

一緒の世帯員として書いていただくようにはなっとるんで、申請書のほうに

事

は３名となっております。お兄さんのほうも、従事日数２００日されとると
いうことなので、３名さんなのかなと思うんですけれども。
１７番委員

お兄さんは別棟で生活されてて、本人はお父様と２人でというような言い方
をされて、その当日はそのような言い方をされたんです。
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１７番委員

だから、別棟だから多分その本人さんも２人というような言い方をされたん
かもしれないですけども。

主

幹

１７番委員
担当推進委員
主

幹

おじいさんも、農業にはまだ頑張って従事されとるわけですか。
大してしてない……。
手伝い程度で、ほとんどされてないみたいです。年齢が９２歳。
じゃけえ、専従者が２で、補助者が１にせんといけんのんだな。申請書はそ
う書いてあるけど、今の調査報告だと、多分手伝い程度だったら。２００日
ぐらいおじいちゃんされようりますので、１５０日以上。

１番委員

それじゃったら引かにゃいけん。

主

幹

ですよね。訂正させてもらおうか、じゃあ。

主

事

すいません。

主

幹

専従者が２で、補助者が１。今の調査報告の内容から。

議

長

それでは、専従者２で、補助者１ということで、また事務局のほうから確か
めておいてください。

主

幹

はい。

議

長

よろしいですか。
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。
これをもって質疑を打ち切ります。
これより議案第４０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４０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４１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。

事務局長

はい、議長。

議

はい、事務局。

長

事務局長

議案第４１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。
番号１でございます。
申請人（勝山）は、現在の住居が山林と河川の間に位置し、床下浸水や倒木
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の被害を受けたことがあります。災害時にこうした浸水や土砂災害の危険性
が高いことから、住居移転のため、申請地、畑１筆３９７㎡を造成し、居宅
１棟を建築するため、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２００万円、建物施設２，３００万
円。費用の内訳として、自己資金２，５００万円。建ぺい率は、２６％とな
ります。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します。
議

長

それでは、現地調査を行った結果について、３６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、３６番推進委員。
３６番でございます。
議案番号１番について、８月３０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についてですが、申請人の自宅新築のためです。現在
の自宅は、川のすぐ横ということで、昨年の豪雨で大変危険な思いをしたと
いうことがございまして、少し高台となる申請地に計画いたしました。申請
人の自宅から東へ約７０ｍほど離れたところでございますが、周辺の状況と
しまして、東側が畑、西側が畑、南側が空き地、そして北側が畑というよう
な状況の中でありますが、申請地は斜面であり、裏側の畑も一段高いところ
になっており、周辺農地への影響についても問題ないというように思われま
すので、よろしくお願いいたします。その他の項目はありません。
以上でございます。

議

長

ありがとうございました。
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４１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。
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＜「異議なし」の声＞
議

長

異議なしと認めます。
よって、議案第４１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４２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４２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１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（市内法人、久世）は、宅建業を営んでおり、他の有効活用
を図る目的で、平成３０年２月総会で許可を受け、分譲宅地１０区画の整備
を行いました。このたび、同様の理由により、整備済みの分譲地に隣接する
申請地、田１筆５１５㎡を、譲渡人（市内、３名）から譲り受け、分譲地２
区画を整備するため、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２００万円、土地造成２００万円。資金の内訳として、自己
資金４００万円。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、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

はい、議長。
はい、３１番推進委員。
推進委員３１番です。
議案番号１について報告いたします。
８月３１日に譲受人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、譲渡人は母親と子供、夫婦３
名の共有地ですが、母は高齢で体調不良ため耕作は無理で、子供夫婦は耕作
の意志がないので、譲受人である不動産事業者に相談して、このたび売買の
話がまとまったものです。申請地の位置等についてですが、申請地は市営黒
尾住宅から東へ約６０ｍほど離れた場所にあります。周囲の状況は、東側は
田、西側は田、南側はＪＲの線路、北側は宅地で、周辺の農地への影響はな
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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

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４２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４２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４３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

はい、議長。

議

長

はい、事務局。

主

事

議案第４３号について、４ページをお開きください。
議案第４３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。
案といたしまして、令和元年９月１０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２９筆あります。
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、質疑に入りたいと思います。
質疑はございませんか。
＜「質疑なし」の声＞
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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４３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４３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、報告第２１号、農地転用の制限の例外に係る届出につ
いて、日程７、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

はい、議長。

議

長

はい、事務局。

主

事

６ページをお開きください。
報告第２１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北房です。畑１筆１，５
７３㎡のうち８０㎡を鉄骨平家倉庫にするものです。
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、ともに勝山です。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６、報告第２１号、農地転用の制限の例外に係る届出について、日程
７、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。
＜「質疑なし」の声＞

議

長

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。
よろしいですか。
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＜「なし」の声＞
議

長

事務局のほうから。

主

幹

失礼します。ありがとうございました。
総会終了後の編集委員会ですが、済いません、１０時４５分からでもよろし
いでしょうか。
＜「異議なし」の声＞

主

幹

ありがとうございます。
すいません、その前に、会長、職務代理者、落合地区の農業委員さん、推進
委員さんでご出席いただいている方、少し報告案件がありますので、総会終
了後に前のほうにお集まりいただければと思います。よろしくお願いいたし
ます。

議

長

それでは、以上をもちまして９月総会を閉会したいというふうに思います。
次回１０月総会は、１０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。

（午前１０時３６分

閉会）
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