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金崎正一
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前田雅章

主事

梶原千裕

藤元香

（午前１０時００分
事務局長

開会）

それでは、皆さん改めましておはようございます。
ただいまから、令和２年３月総会を開会いたします。
それでは、会長よりご挨拶を申し上げます。

会

長

皆さん、大変ご苦労さまです。
天気が悪い日がたびたびありますけど、きょう、少し暖かいなというような
朝だったと思います。足元の悪い中を出席いただきまして、大変ありがとう
ございます。
新型コロナウイルスで、もう日本といいますか、世界中が大変な時期にかか
っております。経済界そうですし、農業関係もいろいろと大変なことがたく
さんあるということでございますが、命にかかわっておることですので、協
力して、何とか早い時期に平穏な生活に戻れるように願っております。
農業委員会のほうも、３月に広報紙と一緒に農業委員会だよりを配っていた
だきました。非常に充実した紙面ができていたというふうに思います。編集
委員の皆さんにも大変お世話になりまして、ありがとうございました。農業
委員の活動を皆さんに知っていただく非常に、これが一番唯一の方法だろう
というふうに思いますけど、これをしっかり皆さんに理解していただいて、
我々の活動に生かしていきたいというふうに思っております。また、今日か
ら新しい改選に向けての募集ということでございますから、非常に理解が深
まるんではないかというふうに思っております。
それでは、３月総会、たくさんの議案がありますけど、慎重審議よろしくお
願いいたします。

事務局長

ありがとうございました。
それでは、本日の欠席委員は２名です。５番委員、９番委員です。その旨通
告がございました。
それによりまして、出席委員は１８名中１６名で、定足数に達しております
ので、３月総会は成立してお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任せいたしま
す。よろしくお願いします。

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
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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、１１番委員、１２番委員を指名いたします。
日程２、議案第１３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１３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、落合の譲渡人が、同じく落合の譲受人に、申請農
地、田５筆５，４６２㎡、畑１筆１３４㎡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、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。
番号１についてご説明させていただきます。
３月１日に譲受人と現地のほうで確認をしまして、権利移転する事由の詳細
でありますが、譲受人と譲渡人は親子関係がありまして、譲渡人が高齢とな
ったために贈与するものであります。譲受人の耕作状況でありますけども、
全ての農地において水稲なり野菜を栽培しており、農機具、トラクター、田
植え機、コンバインを所有しております。今後も引き続き耕作するものと思
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について事務局より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、落合の譲受人に、申請農地、田１
筆１，４１６㎡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、２５番推進委員さんから説明を
お願いいたします。
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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２につきまして、２月２９日に譲受人立ち会いのもと、現地確認を
いたしました。移転する事由の詳細ですが、譲渡人と譲受人は兄、妹の関係
です。譲渡人は、親からこの田を相続していましたが、現在東京に住んでい
て、農地の管理ができないため、譲受人夫婦に管理を依頼していました。こ
こで、東京のほうに家を建てて、今後も地元に帰る予定がないため、妹さん
に贈与することになりました。譲受人の耕作状況ですが、譲受人は、夫婦２
人で、トラクター、田植え機、コンバインなどの作業に必要な農機具を所有
しており、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
項というのは特にありません。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、同じく落合の譲受人に、申請農
地、田３筆３，９８３㎡、畑１筆４４㎡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、２番委員さんから説明をお願い
いたします。

２番委員

議長。

議

はい、２番委員。

長

２番委員

２番です。
番号３について説明いたします。
この譲受人と譲渡人は、同居する親子でございます。それにより、譲受人
は、以前より家族経営で農業を、この土地を全て行っておりました。このた
び、母親も高齢になり、本人も会社を退職したことから、実際に贈与を受け
て農作業に専念するということであります。その他何ら問題ございませんの
で、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、久世の譲渡人が、同じく久世の譲受人に、申請農
地、田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、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。
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議

長

担当推進委員

はい、３３番推進委員。
３３番推進委員でございます。
番号４番につきまして、去る２月２９日に譲受人から説明を受け、現地も確
認いたしましたので、ご報告いたします。
権利移転する事由の詳細ですが、譲受人と譲渡人は同じ集落に居住してお
り、今回の農地は、譲渡人の労力不足により耕作することが困難なため、７
年ほど前から譲受人の父親が利用権設定をして耕作をしてきております。こ
としになってから、譲渡人のほうから家族と協議したところ、将来的に耕作
する意思がないということでこの土地を引き受けてもらえないかというお話
がありまして、このたび売買による話がまとまったことにより申請地を取得
するものでございます。続いて、譲受人の耕作状況ですが、譲受人は、父と
祖母との３人家族の専業農家でございます。譲受人と父が農業に従事してお
りまして、耕作状況は全て耕作を行っております。水稲１．２、ブドウ８０
アール、その他白ネギ等いろいろと田んぼとつくっております。主に、譲受
人がブドウ栽培のほうを行っており、父が水稲及びその他のものを作物して
おります。農業経営に必要な農業機械は全てそろっておりまして、取得後も
必要な農作業には従事すると認められます。その他指摘事項はありません。
以上、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、市外の譲渡人が、勝山の譲受人に、申請農地、田１
筆８２２㎡、畑４筆１，３６９㎡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、３４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、３４番推進委員。
３４番です。
議案番号５につきましては、３月４日譲受人立ち会いのもと、現地調査を行
いました。譲渡人についても、３月８日に電話確認を行っております。権利
移転する事由の詳細についてですが、譲渡人と譲受人についてはいとこの関
係であり、申請地については、譲渡人の親が長年耕作をしておりましたが、
近年は近隣の方に耕作を依頼しておりました。譲渡人の親も高齢により現在
老人施設に入居し、譲渡本人も倉敷市在住のため、管理、耕作もできないと
いうことで、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。譲受人の耕作状況についてですが、譲受人は、夫婦と娘の３人で現在
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住んでおり、現在、田を約４反、畑を約３反、これを主にピオーネを耕作し
ておりまして、今回の申請地は、譲受人の自宅より約１００ｍの場所にあ
り、また譲受人の田及び畑にも隣接しているため、耕作及び管理も非常にし
やすく、最適と思われます。取得後も必要な農作業に従事すると認められま
す。その他指摘事項は特にございません。ご審議のほど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

番号６でございますが、市外の譲渡人が、勝山の譲受人に、申請農地、田１
筆３９２㎡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、担当地区委員さんが欠席のた
め、事務局から説明をお願いいたします。

主

幹

議長。

議

長

はい、事務局。

主

幹

番号６につきまして、代読いたします。
番号６につきまして、３月１日に農業委員と現地確認を行い、その後、譲受
人と譲渡人の両者の立ち会いのもと、お話を伺いました。権利移転する事由
の詳細ですが、譲受人、譲渡人ともに若代畝の出身です。譲渡人は、岡山市
に在住していて、農地の管理が十分できず、申請地の隣地は全て譲受人が所
有しているため、耕作の迷惑にならないように贈与を申し出ました。譲受人
の耕作状況ですが、勝山組に在住していますが、通いで農業を行っていま
す。申請地周辺で、水田６０アール、畑２０アールを耕作し、農機具もトラ
クター、田植え機、コンバイン、ライスセンターと全て所有しており、今後
も耕作していく考えです。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

それでは、番号７について、事務局より説明をお願いいたします。

主

事

番号７でございますが、市外の譲渡人が、湯原の譲受人に、申請農地、田１
筆４６５㎡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

７番です。
本件につきましては、去る３月２日に譲受人立ち会いのもと、現地及び聞き
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取り調査を行いました。譲受人と譲渡人は近所同士ですが、譲渡人は、仕事
の関係上、津山市に在住しており、耕作ができず、以前から譲受人が耕作を
していました。譲渡人は農業廃止を希望しており、対象農地が譲受人の農地
と隣接しており、また耕作もしていたことから、このたび売買の話がまとま
り、権利移転するものです。譲受人の耕作状況等ですが、譲受人は３世代８
名が同居しており、譲受人の長男は建設業の社長の傍ら、農繁期には家族総
出で農業をしています。現在、水稲、野菜を中心に約１ヘクタール耕作して
おり、また農機具も一式完備しており、農地取得後もより一層農業に精進さ
れ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

事

番号８でございますが、湯原の譲渡人が、八束の譲受人に、申請農地、田１
筆２，１３２㎡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、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。
４１番推進委員です。
議案番号８について、３月２日、譲受人に立ち会いいただき、現地調査を行
いました。後に、譲渡人とは電話で話をしました。譲受人は、この申請地を
借りて、飼料用作物を作付されております。また、譲渡人は、長年にわたり
譲受人に申請地を貸しておりましたが、自宅から遠方であり、自身も耕作、
管理の意思もないということで、このたびの売買に話がまとまり、譲受人が
申請地を取得するものです。譲受人の世帯員、耕作状況ですが、譲受人は、
妻と父親の３人で、酪農業に従事しております。現在所有している農地は全
て耕作を行い、また農作業に必要な機械等は一式所有されております。申請
地の取得後も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。
よろしくお願いいたします。その他指摘事項は特にありません。

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。
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。
－8－

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１３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１３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１４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

３ページをお開きください。
議案第１４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（落合）は、以前より敷地内の駐車場が狭く、来客時には道路に駐車
するしかない場合もあり、現在の車庫では手狭であるため、申請地、田１筆
３２５㎡のうち１７１㎡に、車庫を建築するための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、建物施設１５０万円。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、断面図、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、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。
推進委員２４番でございます。
それでは、議案番号１につきましてご説明申し上げます。
現地確認は、２年３月１日に申請者の立ち会いのもと、調査しております。
申請人は、長年にわたり申請地で野菜等作付されてこられましたが、自宅駐
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車場がかなり手狭になり、申請地に駐車場及び車庫を増設するものでござい
ます。申請地の位置につきましては、申請地は、市道中央団地線より南へ約
５０ｍほど離れた自宅前で、有限会社旭鉄工所より北へ約２０ｍのところに
位置しております。周囲の状況につきましては、東が道、西が田、南が田、
北が自宅でございます。周辺農地への影響につきましては、申請地に隣接し
た農地が一部ありますが、駐車場及び車庫であり、日照、通風等、周辺農地
へ特に支障を来すことはないと思われます。なお、車庫は申請地の３分の１
程度でございます。その他指摘事項はございません。
以上、よろしく審議をお願いいたします。
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、高齢となり、自己での耕作の継続が困難な状態となって
きたことから、有効な維持、活用を目的に、申請地、田１筆１，０２１㎡
に、太陽光発電設備を設置するため、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、太陽光発電設備１，３８８万
円。資金の内訳として、自己資金１，３８８万円。添付書類は、土地利用計
画図、平面図、断面図、中国電力との契約書類、再生可能エネルギー電子申
請書の写し、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
る土地はございません。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、１０番委員さんから説明をお願
いいたします。

１０番委員

議長。

議

はい、１０番委員。

長

１０番委員

１０番です。
番号２につきまして、３月１日に申請人立ち会いのもと、現地確認を行いま
したので、ご説明をさせていただきます。
転用しようとする事由の詳細についてでございますけれども、申請地は、国
道沿いに圃場が面しておりまして、入り口が急斜面となっております。この
上に国道ということで、通行量が多く、出入りが非常に危険な状態の立地と
なっております。そのような中で、申請人も高齢化をしてきており、今後こ
の申請地におきましての農作業を行う上で事故などの発生を本人はもとより
家族も心配しており、農作物以外での農地の有効活用を考えておりましたけ
れども、このたび太陽光発電設備を設置いたしまして活用を図るということ
で、転用申請を行うものでございます。申請地の位置ですけれども、道の駅
醍醐の里より東に約３００ｍのところで、国道３１３号線沿いに面した位置
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となっております。周囲の状況でございますが、東が果樹園、西が河川の堤
防、南が国道、北が田ということでございます。周辺農地の影響につきまし
ては、当設備につきましては高さが１．６ｍということでございまして、設
備の設置によりまして農地への日照、通風等に支障を来すことはないと思わ
れ、また関連いたします水利組合なり周辺農地所有者への了承は受けている
ということでお伺いをいたしております。その他指摘事項につきましても特
にありません。
以上、議案審査方よろしくお願いをいたします。
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

次のページをごらんください。
番号３でございます。
申請人（落合）は、近年河川の水量が減少し水路から水が入らない日が増加
して、ポンプを利用して水をくみ上げる日数のほうが多くなってきており、
耕作の継続が困難な状態となってきたことから、有効な維持、活用を目的
に、申請地、田３筆、合計８３７㎡に、太陽光発電設備を設置するための転
用申請をするものです。農地区分は、２種農地と判断されます。転用に伴う
費用は、太陽光発電設備１，１５０万円。資金の内訳として、自己資金１，
１５０万円。添付書類は、土地利用計画図、平面図、断面図、中国電力との
契約書類、再生可能エネルギー電子申請書の写し、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、２９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、２９番。
２９番です。
議案番号３番につきまして、去る３月１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きましては、申請人は、
会社勤務の兼業農家でありまして、この申請地に水稲を作付てまいりました
が、水稲苗から田植え、収穫まで全てＪＡのオペレーターにお願いしてまい
りました。生育期の水管理が大変大事なんですが、立地条件からいいまし
て、田んぼが一番下の端にありまして水路も狭いことから、なかなか肝心の
ときに必要な水が途切れて思うように水管理ができないために、いろいろと
思案した結果、稲づくりを諦め、太陽光発電への転用を決心したものです。
申請地の位置ですが、国道１８１号線と県道落合河内線の河内の一番最終、
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県道の交差点、信号機がありまして、河内郵便局がございます。これより西
方面へ約４００ｍほど行ったところに産業団地に入る大きい道が北へ向いて
走っておりますが、それを北へ渡ったところでございます。周囲の状況です
が、東が市道、西谷川が直角にカーブしておる関係で西と南が川になってお
ります。北側が市道の旧国道１８１号でございます。周辺地の影響ですが、
申請地は、周辺に農地及び民家が点在しております。これによって、日照、
通風等、特に支障を来すことはないと思われます。
以上のとおり、本案件につきましては、転用はやむを得ないものであり、周
辺農地へ影響についても問題ないと思われますので、よろしくお願い申し上
げます。
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。
＜「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１４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１４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１５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。
議案第１５号につきましては、６番委員の親族が申請人となっている議案が
含まれておりますので、農業委員会法第３１条の規定に基づく議事参与の制
限に当たります。審議開始から終了までを退席となりますので、よろしくお
願いいたします。関係議案終了後、入室を許可いたします。
それでは、退席してください。
それでは、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。
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議

長

はい、事務局。

主

幹

議案第１５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４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。
申請人、譲受人（市外）は、現在借家に住んでいますが、子供の成長に伴い
手狭となったことから、譲渡人（北房）から、申請地、畑１筆４３２㎡を譲
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、２種農地
と判断されます。転用に伴う費用は、土地購入費については申請地を譲受人
の妻の祖父から譲り受けることから０円、建物施設３，１００万円。資金の
内訳として、借入金３，１００万円。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番推進委員です。
番号１について報告いたします。
去る３月３日、譲渡人と現地確認を行いました。なお、譲受人とは電話で話
を聞きました。転用しようとする事由の詳細ですが、譲受人は、妻と子供２
人の４人家族でアパートで生活していますが、子供も大きくなって手狭にな
り、また仕事の関係で海外出張で妻と子供だけのときもあり、近所に身内も
ないことから、妻の実家である譲渡人との話がまとまり、実家近くの畑に住
宅を建築するため、権利移転、転用の申請を行うものです。申請地の位置等
ですが、譲渡人宅から約３０ｍほどの場所で、旧国道３１３号線沿いに面し
たところでございます。周囲の状況ですが、東が道路、西が山、南が宅地、
北が畑。周辺農地への影響ですが、周辺農地が一部ありますが、譲渡人の畑
の残地で問題はないと思われます。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（落合）の実家に、現在アパート暮らしをしている長男夫婦
が今後同居を予定されております。実家への進入路は、農道部分と他人の土
地を合わせて幅員２ｍ程度進入路として利用させてもらっている状況で、同
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居が始まると、長男夫婦の車の台数もふえることから、申請地、畑１筆２８
９㎡を、譲渡人（市外）から譲り受け、露天駐車場と進入路に整備するた
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
３５０万円、土地造成５０万円。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土地はございません。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。
推進委員２４番でございます。
それでは、議案番号２につきましてご説明申し上げます。
現地確認は、３月１日に譲受人立ち会いのもと、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、譲受人は、現在の自宅駐車場がかな
り手狭になり、自宅近くの土地を検討していたところ、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。申請地の位置等につきまして
は、申請地は、国道３１３号線より西に約１０ｍほど離れた市道中央団地線
に面した場所にあり、自宅のすぐ裏に位置しております。周囲の状況につき
ましては、東が田、西が家、南も家、北が市道でございます。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一部ありますが、露天駐車場
であり、日照、通風等、周辺農地へ特に支障を来すことはないと思われま
す。その他指摘事項はございません。
以上、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、譲受人（勝山）は、現在市営住宅で両親と一緒に生活されています
が、将来のことを考え、譲渡人（久世）から、申請地、畑１筆３１５㎡を譲
り受け、家族で住める住宅を建築するため、転用申請するものです。申請地
は、２種農地と判断されます。転用に伴う費用は、土地購入３１５万円、土
地造成１５０万円、建物施設２，０００万円。資金の内訳として、自己資金
４６５万円、借入金２，０００万円。添付書類として、土地利用計画図、平
面図、立面図、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
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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

はい、１番委員。

長

１番委員

１番です。
番号３番についてご説明いたします。
去る３月２日に、現地確認とあわせて譲受人のお父さん、お母さんと面談し
て話を聞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、家が
古くなりまして建てかえが必要となりまして、現在は市営住宅に出ています
が、実家は地すべり地域で建築許可が出ないということでございまして、土
地を探していて、おじに当たる譲渡人に話をしたところ、快く土地を出して
くれるということとなりまして、このたび申請することになりました。申請
地の位置でございますが、草加部小学校の東詰より東へ約４００ｍ行ったと
ころでございます。周囲の状況ですが、東が畑、西が市道、南が田、北が畑
でございます。周辺農地への影響ですが、一般住宅であり、日照、通風には
問題がないと思われますが、東側と北側の隣接所有者は承諾しております
が、南側の隣接所有者が承諾しませんということでございますので、十分審
議していただきたいと思います。ごめんなさい、雨水の問題で承諾しません
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（久世）は、現在親子４人で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、使用貸人（久世）から、申請地、田１
筆４９９㎡を借り受け、住宅を建築するため、転用申請するものです。申請
地は、２種農地と判断されます。転用に伴う費用は、土地購入費は親子間で
の使用貸借契約のため０円、土地造成２５０万円、建物施設２，７００万
円。資金の内訳として、借入金２，９５０万円。添付書類として、土地利用
計画図、平面図、立面図、断面図、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

この案件は、私が担当となっておりますので、報告をいたします。
２月２９日に使用貸人の方に立ち会っていただきまして、現地調査を行いま
した。転用しようとする事由の詳細ですが、使用借人と使用貸人は親子であ
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ります。使用借人は、現在市内のアパートに住んでおりますけど、子供が２
人いて大きくなっておりますし、今のアパートでは狭いということで、実家
近くでありますこの田を転用して、家を新築するものでございます。申請地
の位置ですけど、真庭自動車学校より西に約３０ｍほどのところで、市道に
面した田であります。周囲の状況ですけど、東側、市道、西側、田、南、市
道、北側は田となっております。周辺農地への影響ですけど、周辺は宅地化
がどんどん進んでいる地域ではあります。西側の田は使用貸人の土地であ
り、周辺農地への影響は余りないものというふうに思われます。北に田があ
りますけど、段差がありますので、日陰等の影響はないものと思われます。
その他の指摘事項はございません。
以上でございます。よろしく審議のほどお願いいたします。
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。
質疑を、どうぞ。
８番委員

３番、今１番委員さんが現地調査で雨水の関係で拒否されてるって言われと
んですが、どんなもんかわかりょんですかね。

議

長

皆さんの意見をお願いいたします。
事務局より少し説明をお願いいたします。

主

幹

失礼します。
雨水排水につきまして、事務局のほうから少しお話をさせていただきます。
今回のこの３番の転用案件につきまして、申請人さんと委任を受けられた行
政書士、ハウスメーカーのほうといろいろ相談をさせていただいておりま
す。南側の田の所有者から雨水排水方法につきまして再三ハウスメーカー同
席のもとに協議をされており、私のほうの情報としては現在も進行中という
ことで聞いております。申請人さんは、この土地に家を建築することにつき
まして、南側の土地所有者さんから反対意見が出るだろうということはもう
かねてから想像がついていたということを聞いております。
そういったことを踏まえ、許可後の対応につきましては、全て申請人が責任
をとりますということは口頭で確認をとっております。転用許可申請書につ
きましても、誓約書というものをとっておるところです。このことも確認を
とっておりまして、何か問題が生じたときには対応を講じるということも了
承を得ております。そうこうしていく中で、例えば建築ができないというこ
とに最終的になった場合、つきましては農業委員会に対し建築の転用申請の
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取りやめ書の提出を出すということも、こちらは行政書士を通じて確認をと
らせていただいておるところです。
事務局側としては、許可申請書につきまして、周辺農地土地所有者の同意書
というものを提出する義務というのは法律的に決まっておりません。ので、
許可申請書の受理の段階でそういったことの指示、指導は再三させていただ
いておるところですが、今回はこういうことが生じておるところです。農業
委員さん方のご意見を踏まえて、お諮り願いたいと思います。よろしくお願
いします。
議

長

１１番委員

ただいまの説明に対しまして、何か。はい、どうぞ、１１番委員。
再度確認をしたいんですが、今の事務局の説明ですと、農地法上は、この案
件について農業委員会で承認しても問題はないという説明ですよね。

議

長

１１番委員

はい、そうですね。はい。
それから、もう一点。
仮に、ここで許可を出して、建物を建てる上で、建築基準法上の問題点とす
れば、土地の所有者の承諾というのが要るということに多分なると思うんで
すが、その段階でアウトになったときには、先ほど申された許可に対するも
う一回申請をして取り下げるということの確約書というのは紙面上であるん
ですか、それとも口頭約束。

主

幹

口頭です。

１１番委員

口頭ですか。

主

はい。

幹

１１番委員

その辺の紙面の確認とかということは考えられてないんですかね。

主

必要となれば、とります。

幹

１１番委員

確かに、約束ですからこのことは履行していただかなくてはいけないんです
が、農業委員会として総会で確認する以上はその次の支障があるものに対し
て許可をするというんはある程度の問題もあるわけですから、するとすれ
ば、やはりそこの確認を口頭ではなくて紙面上できちんととって、その効力
があるかどうかという問題はともかくとして、やるべきじゃないかと思いま
すので、その上での許可ということに、農地法上の問題がないんであればす
るべきかというふうに思います。
以上です。

議

長

ありがとうございました。
ほかの方、何か意見ございませんか。
＜「なし」の声＞

議

長

ないようです。
それでは、事務局は書面でとっていただけますか。
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主

幹

はい。事務局として、書面で確約書のほうを作成し、行政書士と委任を受け
られて出されてるので、ちょっと相談しながら対応は必ずさせていただこう
と思います。ありがとうございました。

議

長

ほかに意見はありませんか。
＜「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１５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１５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。
ここで、議事参与の制限により退出しておられました６番委員の入室を許可
いたします。
それでは、日程５、議案第１６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１６号について、７ページをお開きください。
議案第１６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２年３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３
４６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。ございませんか。
＜「質疑なし」の声＞
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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１６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１６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１７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１８号、
農地中間管理事業法第１８条７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１７号について、３４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１８号について、３５ページをお開きください。
議案第１８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漁業担い手育成財団
が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、令和２年３月１０日付で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で、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しま
す。

議

長

それでは、お目通しをお願いします。
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

これをもって質疑を打ち切ります。
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これより議案第１７号、議案第１８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１７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１８号、農地中間管理事業法第
１８条７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、これらは
原案のとおり可決されました。
続きまして、日程８、報告第６号、農地法第４条の規定による許可に係る農
地転用の取り止めについて、日程９、報告第７号、農地法第５条の規定によ
る許可に係る農地転用の取り止めについて、日程１０、報告第８号、農地改
良に係る届出について、日程１１、報告第９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

３８ページをお開きください。
報告第６号、農地法第４条の規定による許可に係る農地転用の取り止めにつ
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。
申請人は湯原で、水源タンクを設置する計画で平成１３年５月１日付で農地
法第４条の許可転用を受けておりましたが、令和２年２月２０日付で取りや
め書が提出されました。取りやめ理由は、申請人から子へ当該農地を生前贈
与するに当たり、土地の大部分の現状が農地と認定される状況で、非農地と
して所有権移転が困難なことと、受け人も農地としての利用を希望している
ためです。
１ページお進みください。
報告第７号、農地法第５条の規定による許可に係る農地転用の取り止めにつ
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。
申請人は湯原の宗教法人で、お寺の露天駐車場として整備する計画で平成６
年６月２８日付で農地法第５条の許可転用を得ておりましたが、許可当時の
代表役員が亡くなられたことから事業中止となっていたため、令和２年２月
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１０日付で取りやめ書を提出されました。
１ページお進みください。
報告第８号、農地改良に係る届出については、次の１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久世で、田１筆２，０３
８ｍのうち１，０００㎡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９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８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。各番号について、農地の所在以降はお目通しお願いいたしま
す。
番号１でございますが、賃借人、賃貸人、ともに落合です。
番号２でございますが、賃借人、賃貸人、ともに川上です。
番号３でございますが、賃借人、賃貸人、ともに川上です。
番号４でございますが、賃借人、賃貸人、ともに川上です。
番号５でございますが、賃借人、賃貸人、ともに川上です。
次のページをお開きください。
番号６でございますが、賃借人、賃貸人、ともに川上です。
番号７でございますが、賃借人、賃貸人、ともに川上です。
番号８でございますが、賃借人、賃貸人、ともに川上です。
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

報告第６号、農地法第４条の規定による許可に係る農地転用の取り止めにつ
いて、報告第７号、農地法第５条の規定による許可に係る農地転用の取り止
めについて、報告第８号、農地改良に係る届出について、報告第９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。
ございませんか。
＜「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。はい、どうぞ。

１７番委員

３月１８日に女性の農業委員で毎年１回勉強会をやってるんですけども、コ
ロナウイルスの関係で取りやめにしたいと思っていますので、皆様方のおう
ちの方とか近場の方に声をかけていただいた方にその旨をお伝えいただけれ
ば幸いに思います。よろしくお願いします。また、したいと思いますので、
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すみませんが、その節はよろしくお願いします。
議

長

わかりました。
ほかにございませんか。
＜「なし」の声＞

議

長

ないようです。
事務局のほうからございませんか。

主

幹

失礼します。
冒頭申し上げましたとおり、すいません、総会終了後、落合地区の農業委員
さん、推進委員さん、少しこちらのほうに集まっていただければと思いま
す。その後に、運営委員会３０分程度、よろしくお願いいたしたいと思いま
す。

議

長

よろしいか。
＜「なし」の声＞

議

長

それでは、以上で総会を閉会したいと思いますけど、４月総会は４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００分
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閉会）

