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前田雅章

主事

梶原千裕

山本知実

（午前１０時００分
事務局長

開会）

失礼いたします。定刻が参りましたので、ただいまから令和元年１０月総会
を開会いたします。
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。
きょう朝は非常に冷え込むわけでございまして、秋がかなり深まってきたな
という感じもしております。台風１９号が非常に大きい勢力でまた日本に向
かっているということで、毎年このような大きな台風がどんどん来るような
時代が来たんだなというふうにも思っております。なかなか対処法がないん
ですけど、気をつけてやっていただきたいということを、被害がないことを
祈ります。
１０月１日は、先ほどにもありましたように農業委員、推進委員さんの研修
会ということで行われました。出席された方は大変ご苦労さまでした。ちょ
っと強行日程でいろいろと講演等がありましたので大変だったというふうに
も思いますが、基調講演ということで長崎県の松浦市の事務局長さんからの
話がありました。非常に熱心に取り組んでおられるところでございまして、
１０年間の計画を立ててずっと以前からやられているということでございま
す。我々としても見習うべきところが非常に多いなというふうに思っており
ます。資料のほうが配られていることでございますんで、皆さん目を通して
いただいて、また参考にしていただければというふうに思います。よろしく
お願いします。
それから、国会のほうですけど、日米貿易協定、政府間で署名されたという
ことでございまして、報告会で審議されるということでございます。きょう
から予算委員会のほうも開かれるということで、この問題が出てくるという
ふうにも思います。農家、農業にとりましては厳しい内容でございます。Ｔ
ＰＰ並みの関税ということでございますが、今後、畜産関係、非常に厳しい
と思います。農業全般に通しましても、我々農業者が非常に意欲を持って取
り組めるかというと、なかなか疑問があります。対処を、いろいろと対策を
立てられるというふうに思いますけど、しっかりと対策を立てていただきた
いというふうに思います。
それでは、本日の総会を開会したいと思います。よろしくお願いいたしま
す。

事務局長

ありがとうございました。
本日の欠席委員は３名で、３番委員、１５番委員、１６番委員よりその旨通
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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１６名で定足数に達してお
りますので、１０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、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たいと思
います。
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、１番委員、２番委員を指名いたします。
日程２、議案第４４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４４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、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２，１３５㎡、畑３筆１，１５７㎡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、２２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

２２番、推進委員です。

長

はい、２２番推進委員さん、どうぞ。

担当推進委員

現地調査の報告をさせていただきます。
去る９月３０日、譲渡人のいとこである代理人と譲受人の立ち会いのもと、
現地調査を実施いたしました。譲渡人は北房出身でございますけれども、岡
山永住を決定しておりまして、現在長期病気で療養中でございます。昨年か
ら数度にわたり田の売却を進めてきております。今回の物件は、買い手が見
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つからなかった実家の周囲にございます畑が主であります。このたび実家の
家屋を売り出しにしておりましたところ、交渉が成立いたしました。購入者
は譲受人の孫に当たります。譲受人について調べました。譲受人は同じく北
房でございますけれども、農地までの距離が５キロとちょっと遠い難点がご
ざいます。耕作面積は２ヘクタール弱で、かなり大規模な農業をやっており
ます。十分な農機具を有しております。今後、この家屋には孫が住みますの
で、十分な畑の管理を約束しております。問題ないと考えられますので、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。
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、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、畑２筆７０９㎡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、２２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

２２番です。
引き続き番号１番と同じ地区にございます畑の譲渡について調査いたしまし
た。譲渡人は番号１と違いますけれども、この方は９３歳の高齢の女性でご
ざいます。今まで近所の人に畑の管理を依頼しておりましたけれども、依頼
された方が高齢で難儀をしておりました。今回の物件につきましては、番号
１の家屋の隣接地になっております。したがって、この畑につきましては家
屋と同じ持ち主でないと困るということで話を進めましたところ、譲受人に
なる方が了解したということで、無償で譲渡が決まったものでございます。
番号１と番号２の畑が集合して２０アール近くの畑になりますので、譲受人
はしっかり耕作をするということを申しております。この家には十分な納屋
がついておりまして、必要な農機具については今後調達しようかなというこ
とも検討しております。耕作については問題ないと考えます。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

事

番号３でございますが、落合の譲渡人が、市外の譲受人に、申請農地、田２
筆１，８０６㎡を、債務返済のための物納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。
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議

長

担当推進委員

はい、２４番推進委員。
推進委員２４番でございます。
それでは、番号３につきましてご説明申し上げます。
去る１０月５日に、譲受人及び申請人立ち会いのもとに話を現地にてお聞き
しております。権利移転する事由の詳細につきましては、譲渡人の父親が過
去に譲受人より金銭の借り入れをしていましたが、既に父親はもう亡くな
り、金銭での返済が困難となり、このたび申請農地２筆を物納することで話
がまとまり、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、譲受人は兼業農家であり、譲受人の父が主に農業に従
事しております。譲受人に話を聞いたところ、現在所有している農地につき
ましては基幹産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。
以上のとおりでございます。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、久世の譲渡人が、同じく久世の譲受人に、申請農
地、田３筆３，６２８㎡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、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

はい、５番委員。

長

５番委員

５番です。
譲渡人に９月３０日に会って、詳細を聞きました。譲渡人と譲受人について
は、親子でございます。権利移転をする理由ですけども、譲渡人が高齢にな
ったため、体力的に不安が生じ、同居する長男に権利移転を行うものでござ
います。譲受人は会社勤めを行いながら今までも譲渡人と一緒に農作業を行
っており、農機具等も全て保有していますし、今後も水稲を中心に耕作を行
っていくということであります。また、譲渡人にもできる範囲で農作業を手
伝っていくということでございますので、問題はないものと考えられます。
このようなことから、権利移転はやむを得ないものと考えられます。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。
続きまして、５番は取り下げられましたので、番号６について事務局の説明
をお願いいたします。
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主

事

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、湯原の譲
受人に、申請農地、田１筆１，７２８㎡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、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、去る９月３０日に聞き取り及び現地調査を譲受人立ち
会いのもと行いました。譲受人と譲渡人は近所同士でございまして、譲渡人
は佐賀県鳥栖市に長年在住しており、耕作ができないため、譲受人の父親が
利用権設定により管理をしていました。このたび権利移転の話がまとまり、
譲り受ける運びとなりました。譲受人の世帯員及び耕作状況ですが、譲受人
は両親、子供、妻の６人家族で、水稲を中心に８０アール耕作しており、コ
ンバイン、トラクター、田植え機、乾燥機、もみすり機などを一式完備して
おり、増反により、より一層農業に精進するものと思われます。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。
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

事

番号７でございますが、湯原の譲渡人が、同じく湯原の譲受人に、申請農
地、田７筆７，６９９㎡、畑８筆１，９３７㎡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、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

本件につきましても、６番と関連があります。同じく９月３０日に聞き取り
及び現地調査を譲受人立ち会いのもとに行いました。譲受人と譲渡人は親子
関係にあり、譲渡人は高齢の上に最近病気がちとなったため、このたび贈与
による権利移転をするものです。耕作状況等ですが、譲受人の世帯員、耕作
状況は６番でも説明しましたが、６人家族で水稲８０アールを耕作してお
り、農機具等も一式完備しており、増反をしたことから今まで以上に農作業
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。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
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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

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４４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４４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４５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４５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３件でございます。
番号１でございます。
申請人（久世）は、建設業を営んでおりますが、資材置場として管理してい
る福谷の土地が手狭となり、新たな土地を確保する必要となりました。申請
人が所有する福谷地区にある農地については農振地であり、今後息子さんが
農業を引き継いでいく予定であることから転用することができません。申請
人の現在の居住地は草加部であり、赤野に行くための利便性がよく、申請
地、田１筆９５６㎡を造成し、露天資材置場として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。転用に伴
う費用は、土地造成費６０万円。費用の内訳として、自己資金６０万円とな
ります。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、３０番推進委員さんから説明を
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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、３０番推進委員。
３０番推進委員です。
本件について説明いたします。これは担当農業委員の調査したものを代読い
たします。９月３０日に申請人と現地確認をいたしました。転用しようとす
る事由の詳細ですが、申請人は福谷の農地及び資材置場は今後息子さんの希
望により管理耕作に従事してもらうため、転用ができません。申請人は建築
業を営み、草加部に住んでいることから、どうしても瓦やコンクリート製
品、採石などの資材置場が必要なため、行き来が可能な距離にある赤野の申
請地を資材置場として利用するものです。申請地に隣接した農地があります
が、本申請は一般的な資材置場なので、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同意を得ています。周囲の状況
ですが、東は市道、西は農道、南は田んぼ、北は畑です。
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、よろしくお願いいたします。
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（勝山）は、現在の住居が県道工事のため立ち退きとなり、移転する
必要があるため、申請地、畑２筆、合計３６７㎡を造成し、居宅１棟と車庫
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、建物施設２，５００万円。費用の内訳として、
自己資金２，５００万円。建ぺい率については、関連土地の合計面積は９６
６㎡となりますが、かさ上げをするため、進入路と法面を除いて実際に宅地
として使用可能な面積である５３０㎡に対し、建築面積が１５５㎡となり２
９％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、９番委員さんから説明をお願い
いたします。

９番委員

議長。

議

はい、９番委員。

長

９番委員

９番です。
去る１０月３日ですが、申請人と美作県民局職員との立ち会いのもと、現地
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確認を行いました。転用しようとする事由の詳細でございますが、申請人は
県道の拡張工事により住宅を移転するものです。申請地は現在工事のため資
材置場となっておりますが、工事が終わり次第に整地するものと思われま
す。申請地の位置ですが、申請地は申請人の自宅から西の方向へ約３０ｍ離
れた場所にあり、周囲は道路と山林とに囲まれた谷合いに位置しておりま
す。周囲の状況ですが、東が道路、西が道路、南が山林、北が山林となって
おります。周辺農地への影響ですが、申請地は周囲を山林と道路に囲まれた
谷間にあることから特に支障はないと思われます。その他指摘事項は別にあ
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

４ページをお開きください。
番号３でございます。
申請人（湯原）は、高齢であり、現在の墓地が遠方の急傾斜地にあるため、
墓参りや管理が困難になってきていることから、自宅近くの申請地に墓石を
移転するため、申請地、畑１筆２０㎡を、墓地用地に転用するため、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、
土地造成費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、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、３９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、３９番推進委員。
１０月１日に本人立ち会いのもとで現地確認しました。転用の理由ですが、
やはり家から遠く、山にあり、共同区画の中にあるため、家の近くに移転し
たいとのことです。申請地の位置と周辺の状況ですが、自宅西側、申請者の
畑です。北は山林、南は川、西は倉庫、東は申請人の自宅です。周辺農地へ
の影響はないと思います。周りの隣接の田畑もなく、そして地域の方にも了
解していただいているとのことで問題ないと思いますので、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
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。
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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４５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４５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４６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４６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。
５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、譲受人（北房）は、既存の倉庫の敷地が狭く、車の出入りや一時退
避に不便を生じていたところ、土地所有者と売買の話がまとまったことか
ら、申請地、畑１筆４４㎡を、譲渡人（北房）から譲り受け、農業用倉庫の
敷地として造成拡張し利用しておりました。申請人は農地法を理解しておら
ず、許可を得ないまま農業用倉庫敷地として造成しており、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。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３万円、土地造成１２３万円。
資金の内訳として、自己資金１２６万円。添付書類として、土地利用計画
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、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

議長。
はい、２０番推進委員。
２０番です。
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議案番号１につきまして、９月３０日に現地確認を行いました。転用の理由
について、譲受人と譲渡人は近所に居住しており、昨年売買の話がまとま
り、農業用倉庫を建築いたしました。譲受人は農地法に関する知識、理解が
なく、そのままの状態でいましたが、その後、役所からの通告を受け、権利
移転、転用の申請を行うものです。申請地の位置ですが、譲受人自宅から西
へ約１０ｍぐらいの場所で農道に面した場所です。周囲の状況ですが、東が
道路、西が更地、南が墓地、北が道路です。周辺農地への影響ですが、隣接
した農地はありません。その他指摘事項は特にありません。
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

幹

番号２でございます。
申請人、譲受人（北房）は、現在市営住宅に住んでいますが、子供の成長に
伴い手狭になったことや夫婦共働きであるため親元に近い場所にある、申請
地、田１筆２６０㎡を、譲渡人（北房）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。農地区分は２種農地と判断されます。転用に伴
う費用は、土地購入費は譲受人の妻が譲渡人の孫に当たるということから０
円、土地造成３００万円、建物施設２，７００万円。資金の内訳として、借
入金３，０００万円。建ぺい率は４３％。添付書類として、土地利用計画
図、平面図、立面図、配置図、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、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

はい、６番委員。

長

６番委員

６番です。
担当の推進委員さんが調査されていますので、かわりに報告させていただき
ます。
議案番号２につきましては、去る令和１年９月２９日に、譲受人立ち会いの
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、譲受人は現在呰部第２市営住宅に住んでいますが、子供が大きくなって
きており、現在の住居が手狭になってくることから、新たに自己住宅を建設
するため必要な土地を検討していたところ、譲受人の妻の実家の土地の話が
まとまったことから申請を行うものです。なお、譲受人の妻が譲渡人の孫に
当たります。申請地の位置ですが、申請地は譲渡人の住居から約３００ｍほ
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ど離れた場所で、県道５８号線から西に約５０ｍ入った農地と市道に囲まれ
た場所に位置しております。周辺の状況ですが、東が道路、西が田、南が道
路、北が道路となっております。周辺農地への影響ですが、申請地に隣接し
た農地がありますが、本申請地は一般的な個人の住宅であり、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。
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、よろしくご審議をお願いいた
します。その他指摘事項はありません。
議

長

ありがとうございました。
続きまして、番号３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３でございます。
申請人、賃借人（市外法人）は、コンビニエンスストアを経営しており、中
国自動車道北房インターチェンジの近くでコンビニエンスストアの営業用地
を探していたところ、市街地から外れた国道３１３号線沿いの、申請地、田
５筆合計２，７５６㎡と畑１筆３．４㎡を、賃貸人（北房の３名と市外１
名）から借り受け、コンビニエンスストアを整備するため、転用申請するも
のです。この田畑６筆と関連土地として備考欄に記載しております雑種地１
筆５３７㎡を合わせて、全体の整備計画面積は３，２９６．４㎡となりま
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、流通業
務施設、休憩所、給油所その他これらに類する施設で、一般国道または都道
府県道の沿道の区域に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４，５００万円、建物施設２，５００万円。資金の内訳とし
て、自己資金７，０００万円。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、土地賃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、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

はい、１２番委員。

長

１２番委員

賃借人担当者と、それから賃貸人の代表、申請書持参者であります行政書
士、合計３名立ち会いのもとで私たち農業委員と推進委員が現地を１０月３
日に確認いたしましたのでご報告いたします。事由の詳細でありますけれど
も、コンビニエンスストアに転用するために６筆をまとめて賃貸借権を設定
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いたします。賃貸人は４人であります。資料の上から順に、仮にＡさん、Ｂ
さん、Ｃさん、Ｄさんとしてくださいね。農地は資料のとおり６筆です。こ
れまで資料の３番目、４番目の農地につきましては賃貸人Ｂが大豆などを栽
培しておりましたが、それ以外は全て賃貸人Ｃが長年ブドウやお米を栽培し
てきました。しかし、高齢になって、耕作が無理になってきたために、それ
までから賃貸ししてほしいとお申し出のあった本件を受け入れたものです。
申請地の位置ですけれども、国道３１３号線と旧国道、これは市道かもしれ
ません、に挟まれて、北房中学校の西約５００ｍに位置しております。周辺
には、先ほど事務局からも説明がありましたが、自動車運転者の休憩施設な
どは近隣にはないところであります。周囲の状況ですけれども、東が田、
西、道路、南、北も全部道路です。周辺農地といいますと東の田なんですけ
れども、現在畑として使用されておりますが、水利、排水等に影響はありま
せん。それから、建設予定の建物、敷地内にほんの少し建物が建つんですけ
れども、それは敷地全体の北寄りに建築予定です。ですから、この隣接農地
に日照の悪影響も出ないと考えられます。
以上です。その他指摘事項もありません。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、譲受人（市内法人）は、建設業を営んでおり、転用地の周辺地域に
おいて以前から住宅購入の問い合わせ等があり建て売り分譲住宅用地を探し
ていたところ、申請地、田１筆３２２㎡と畑１筆１７２㎡を、譲渡人（落
合）から譲り受けることに合意が得られ、建て売り分譲住宅を建築するた
め、転用申請するものです。また、申請地の田畑２筆と関連土地として備考
欄に記載しています宅地１筆７３７．０１㎡を合わせて、全体の整備計画面
積は１，２３１．０１㎡となります。区画としては５区画で、５棟の建て売
りの計画となっており、建ぺい率は３０％です。建ぺい率につきましては、
５区画を個別に算出した場合もそれぞれ２２％以上となっていますので問題
ないと判断できます。農地区分は２種農地と判断されます。転用に伴う費用
は、土地購入費１，０００万円、土地造成８００万円、建物施設１億円。資
金の内訳として、自己資金１億１，８００万円。添付書類は、土地利用計画
図、平面図、立面図、縦断面図、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。
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１１番委員

議長。

議

はい、１１番委員。

長

１１番委員

１１番です。
番号４ですけども、地区推進委員さんのほうから報告書を預かっております
ので、それをもって報告をさせていただきます。
現地については１０月３日に譲受人の代理人の方との立会のもと、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ありますが、譲渡人は数
年前に関連土地を購入して作業所を建てる予定でおりましたが、高齢のた
め、作業所の必要なくなったときに譲受人と話がまとまり、関連の土地と田
畑を購入して建て売り住宅を建築するため、申請するものであります。申請
地の位置でありますが、国道３１３号線ナンバホームセンターより西へ３０
０ｍほど入って、田と住宅に囲まれた場所に位置しております。周囲の状況
ですが、東が雑種地、西が宅地、南が市道、北が田となっています。周辺農
地への影響でありますけども、申請地には隣接した農地がありますけども、
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
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

７ページをお開きください。
番号５でございます。
申請人、使用借人（北房）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４９５㎡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。申請人の使用借人の
北房と落合の２名と使用貸人は家族であり、住宅ローンの借入申請の都合
上、母と子の連名での転用申請となっております。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０円、土地造成３００万円、建物
施設３，５００万円。資金の内訳として、借入金３，８００万円。建ぺい率
は２４％。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、２７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、２７番推進委員。
２７番推進委員でございます。
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番号５について、令和１年９月２８日に使用貸人の立ち会いのもと行いまし
た。転用しようとする理由ですが、使用貸人と使用借人は夫婦と親子で、使
用借人は現在市営住宅に住んでいますが、子供が４人と家族が多く、住宅が
手狭になり、家族と話し合いの結果、実家に隣接する農地に新築することに
なり第５条申請を行うものです。申請地の位置ですが、申請地は両親の住む
実家に接しており、下方八幡宮より東に約１００ｍに位置します。周辺の状
況ですが、東は農地と実家、西は農地、南は同じく農地、北に道路となって
おります。周辺農地への影響についてですが、申請地に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。その他指摘事項ですが、隣接する関係者には事前協議を
行うように依頼しておきました。
以上です。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４９㎡を、父である譲渡人（落合）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。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３００万円、建物施設３，３００万円。資金の内
訳として、借入金３，６００万円。建ぺい率は備考欄に記載している関連土
地に既存の建物があり、その敷地を拡張して住宅を建築される計画となって
います。既存の建物と新築住宅の建築面積で算出し、３８％となっておりま
す。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、２７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、２７番推進委員。
推進委員２７番でございます。
番号６についてご説明します。
現地確認を９月２８日、譲渡人と譲受人のお父さんと立会のもと行いまし
た。転用しようとする理由ですが、譲渡人と譲受人とは親族で、譲受人は現
在アパートに住んでいますが、子供が大きくなり手狭になったので、現在あ
るお父様名義の建物の建てかえを計画しており、間取り及び駐車場等の都合
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により譲渡人と相談したところ、話がまとまったことから第５条申請を行う
ものです。申請地の位置は、申請地は両親の住む家に接しており、市立落合
中学校から東に約１００ｍに位置し、周りは住宅化が進んでいる状況です。
周辺の状況ですが、東は市道を挟んで宅地、西は田、南が宅地、北、宅地。
周辺農地への影響ですが、申請地に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。
その他指摘事項ですが、近隣関係者には同意を得ているそうです。
以上です。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７、８は取り下げとなりましたので、番号９について事務
局の説明をお願いいたします。

主

幹

９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（落合）は、現在消防設備販売設置等の会社に勤務していま
すが、このたび独立を考え土地を探していたところ、土地所有者と話がまと
まり、申請地、田４筆合計７００．７１㎡を、譲渡人（市外）から譲り受
け、住宅兼事務所を建築するため、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。転用に伴う費用は、土地
購入３１８万円、土地造成１８０万円、建物施設１，９００万円。費用の内
訳として、自己資金３９８万円、借入金２，０００万円。建ぺい率は２
４％。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、３０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、３０番推進委員。
３０番推進委員です。
番号９について説明いたします。
１０月６日に譲受人の立ち会いのもと、現地を確認いたしました。転用しよ
うとする事由の詳細についてですが、譲渡人の実家と譲受人は同じ自治会の
住民です。譲渡人は、学校を卒業と同時に市外に就職して生計を立てていま
した。譲渡人の両親は既に亡くなっているため、実家及び農地の管理のため
定期的に帰っております。譲受人は、同じく実家で兄夫婦と同居しておりま
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したが、兄夫婦の子供も大きくなり、これ以上の同居は無理であると思って
おりました。譲受人は現在会社員ですが、仕事上の設計、施工、販売の経験
を十分積んできており、独立を考えておりました。このことにより、譲受人
の実家の近くで土地を探していましたら、土地の管理に困っていた譲渡人と
話をする機会があり、申請地を快く譲っていただけることになったことから
申請を行うものです。申請地の位置ですが、申請地はＪＲ古見駅の南約２５
０ｍの位置にあり、付近には民家が接しています。周囲の状況ですが、東は
県道、西は農道、南は農道、北は田んぼと宅地です。周辺農地への影響です
が、本申請地に隣接する農地がありますが、譲渡人の所有です。本申請は居
宅兼事務所ですが、譲受人１人の作業用であり、日照、通風等に支障を来す
ことはないと思います。また、地域の水利組合に住宅にするための同意を得
るように指導をいたしました。
以上のとおり本案件について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いますので、よろしくお願いいたします。
以上です。
議

長

ありがとうございました。
続きまして、番号１０について、事務局の説明をお願いいたします。

主

幹

番号１０でございます。
申請人、譲受人（市内法人）は、卸売業を営んでおり、現在管理している倉
庫が手狭となり、一時的に仮倉庫で対応していますが、このたび立地条件に
適した土地購入の話がまとまったことから、申請地、田２筆合計２，５１３
㎡を、譲渡人（久世）から譲り受け、貯蔵倉庫４５０㎡と残りの２，０６３
㎡につきましては運搬車両の駐車場や旋回スペースとして利用するため、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４００万円、土地造成１６０万円、建物施設２，８００万円。
資金の内訳として、自己資金３，３６０万円。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ですけど、担当推進委員さんが欠席されて
いますので、私のほうから説明させていただきます。
現地確認を９月２７日に推進委員さんが行われております。転用しようとす
る事由の詳細ですけど、現在田でありますけど、数十年前に中国道工事残土
置場として造成し、現在に至っております。このたび売買契約ができ、譲受
人の倉庫、駐車場として利用する話が出て、倉庫４５０㎡、駐車場等２，０
６３㎡を建設するということでございます。申請地の位置ですけど、三阪地
内で県道久世中和線のそばにありますまにわクリーンセンターより手前５０
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０ｍぐらいの位置に当たるところでございます。周囲の状況ですけど、東は
水路、西は田、南は川を挟み山林、北は県道でございます。周辺農地への影
響ですけど、西側に田がありますけど、農地への影響はないものと思われま
す。その他指摘事項はございません。
以上でございます。
それでは、これ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

ないようでございます。
これをもって質疑を打ち切ります。
これより議案第４６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４６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。
日程５、議案第４７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４７号について、１０ページをお開きください。
議案第４７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１０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２
２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いたします。

議

長

それでは、お目通しをお願いいたします。
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それでは、これより質疑に入ります。
質問の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４７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４７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２３号、農地転用の制限の例外に係る届出につ
いて、これ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

１２ページをお開きください。
報告第２３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八束です。田１筆２，２
６４㎡のうち１９２㎡を農業用倉庫にするものです。
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２３号、農地転用の制限の例外に係る届出について、これに
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。
ございませんか。
＜「質疑なし」の声＞

議

長

ないようです。こ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。

１７番委員

済みません。

議

はい、どうぞ。

長

１７番委員

聞き逃してたら申しわけないんですけども、農業委員会があるのが告知放送
でここのところされてないような気がしてたんですけども、私の聞き間違い
なんでしょうか。
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議

長

事務局、どうですか。

主

幹

すみません。告知放送ができておりません。申しわけありません。

１７番委員

やっぱり農業委員、各地区から出てるので、ああ、行くんかとか、ああ、今
こんなのがされてるんだとかっていうのが、皆さんの耳に入るほうが私たち
も土地を回ってても異様な感じで見られることが少なくなるし、声がけを向
こうからもしてくださるので、その辺で農地をますます貸し借りを広めてい
こうと思ったら、その辺で農業委員会の仕事をできるだけ地域の皆さんに理
解していただくためにも、広めるためにもぜひともやっていることを随時で
きたら。テレビとか告知とかを使って生かしていただけたらうれしいなとい
うふうに思います。

議

長

事務局、どうですか。

主

幹

検討して対応可能なことは対応させていただきます。すみません。申しわけ
ありませんでした。

議

長

ですから、できるだけお願いします。

主

幹

はい。頑張ります。

議

長

ほかにございませんか。
よろしいですか。
＜「なし」の声＞

議

長

事務局から。

主

幹

すみません。お時間たってますが、その他ということで、総会前に少しお話
しさせていただきましたとおり、今年度の農地出張相談会ということで、真
庭市広報紙１０月号１７ページの日程等に掲載しております。昨年度はご都
合のつく方、全員の方が可能な限り出席しようということだったと思いま
す。そういったところで多数の方にご出席いただきました。今年度につきま
しては、１１月５日火曜日に北房振興局、１１月６日水曜日に久世本庁舎、
１１月８日金曜日に蒜山振興局のほうで午前１０時から午後２時までの予定
で相談会を開催することとしております。事務局案となりますが、昨年度の
会場の状況などを踏まえまして、各会場に代表者ということで二、三名の方
のご出席でいいのではないかなというふうに思っているところです。また、
一日中ということではなくて、今回午前１０時から１２時まで、午後１２時
から２時までというところで分けてご参加いただいてもいいのかなというふ
うに考えているところです。もし、可能であれば、この場でご出席いただけ
る委員の方、推進委員の方を決めていただければ非常にありがたいのです
が、どんなものでしょうかというご相談です。よろしくお願いします。

議

長

地区で分かれたら。

主

幹

じゃあ、すみません。ありがとうございます。では、総会終了後に地区の方
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で固まっていただいて、相談していただくということでよろしくお願いいた
します。ありがとうございます。
議

長

それでは、以上で１０月総会を閉会したいというふうに思います。
次回１１月総会は１１月１２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１１時００分
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閉会）

