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平成３０年 第１２回 真庭市農業委員会総会 議事録

１．開催日時 平成３０年１２月７日（金）

午前１０時００分から午前１１時１０分

２．開催場所 本庁舎 ２階 大会議室

３．出席委員（１５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 4番 長鉾忠明 6番 松本正幸

7番 池田 実 9番 綱島孝晴 10番 山懸将伸 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（４人）

農業委員 2番 妹尾宗夫 5番 中山克己 8番 神谷泰行 11番 古林久和

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58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59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60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61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

の審議について

日程第６ 議案第62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７ 報告第23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

日程第８ 報告第24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25号 農地改良に係る届出について

日程第10 報告第26号 認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に伴う農地転用

届について

日程第11 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

その他

６．農業委員会事務局職員

事務局次長 金崎正一 主幹 下平直勲 主事補 梶原千裕 藤田美紀

７．会議の概要
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（午前１０時００分 開会）

事務局次長 皆さんおはようございます。

ただいまから平成３０年１２月総会を開会いたします。

それでは、開会に先立ちまして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。大変ご苦労さまです。

師走になりまして、月日のたつのは本当に早いものであります。ことしもあ

とわずかとなりました。ことしは、冬は厳しい寒さが来まして、それから長

雨、豪雨、台風、地震、まさに日本が災害列島と言われるぐらいな年という

ことになりました。今後どのような天候になるのか、非常に来年も心配なと

ころがございます。天気のほうも、きょうから冬型と、かなり厳しいのが来

るんではないかというふうに言われております。長期予報では暖冬というこ

とでありますが、どのような冬になるのか心配なところがございます。

委員会のほうも、きょう案件のほうもたくさん出ておりますし、また大型案

件もございます。しっかりと慎重審議をしていただきますようによろしくお

願いいたします。

事務局次長 ありがとうございました。

本日の欠席委員は４名です。２番委員、５番委員、８番委員、１１番委員よ

りその旨通知がありました。

よりまして、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月総会が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５８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。

主事補 はい、議長。

議 長 はい、事務局。
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主事補 議案第５８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３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、北房の譲受人に、申請農地、田１

筆８８１㎡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、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 はい、６番です。

去る１１月２７日に、行政書士、譲受人立ち会いのもと現地確認を行いまし

た。

権利移転をする事由の詳細についてですが、譲渡人は譲受人のおばに当たり

ます。譲渡人が高齢になったため、所有している譲受人自宅の周辺の土地を

贈与により取得するものです。

譲受人の耕作状況等についてですが、譲受人は定年退職後、農地を賃借によ

り拡大し、主に水稲を栽培しています。農機具もトラクター、コンバインな

ど一式そろえています。その他指摘事項はありません。

以上、問題ないと思われますので、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。

主事補 番号２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１，９１７㎡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、地区担当委員さん、また推進委

員さんが欠席されておりますので、事務局から説明をお願いいたします。

主事補 担当農業委員さんより調査票を預かっておりますので報告いたします。

１１月２５日、譲受人と現地確認を行い、詳細について話をしてきました。

譲渡人と譲受人の関係は、同じ地区の知人です。譲受人は、１５年前から譲

渡人の依頼により、利用権を設定し耕作を行ってきましたが、譲渡人が高齢

になったため売買の要望があり、話がまとまったため、利用権設定を解除

し、権利移転を行うものです。

譲受人は、会社勤めを行いながらも、父親と子供と水稲を中心に農業を行っ
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ており、トラクター、コンバインなど農機具をほぼ所有し、所有する農地は

全て耕作、管理を行っており、問題ないと思われます。したがって、今回の

権利移転については、問題がないと思われますので、ご審議方よろしくお願

いします。

なお、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。

主事補 番号３でございますが、市外の宗教法人である譲渡人が、八束の譲受人に、

申請農地、畑１筆２４，９６８㎡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、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、１７番です。

議 長 はい、１７番委員。

１７番委員 担当者の方が行ってくださいましたので、ご報告したいと思います。

受け人は、渡し人と３０年間使用貸借していましたが、牧草として耕作され

ていました。渡し人は、今後申請地を耕作できる状況ではないため、話し合

いのもと権利を移転することとなりました。

受け人は、酪農でジャージー８０頭、牧草２０ヘクタールを経営していま

す。このたびの申請地は、育成に必要な牧草を続けて耕作する予定でござい

ます。受け人は、後継者で長男夫婦が従事しており、農地取得後も耕作でき

ると認めますので、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。

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５８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５８号、農地法第３条の規定による許可申請書の審議につい
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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５９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 はい、議長。

議 長 はい、事務局。

事務局次長 議案第５９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２件でございます。

２ページをお開きください。

番号１でございます。

申請人（北房）は、市内にある墓地に隣接する土地が７月の豪雨により土砂

崩れに遭い、墓参りなど管理していく上で危険を伴う状況となり、実家に近

い場所に移設するため、申請地、畑１筆２０㎡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７０万円、移設費用３０万円。資金の内訳として、自己資金１

００万円。添付書類は、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、６番委員さんから説明をお願い

いたします。

６番委員 はい、議長。

議 長 はい、６番委員。

６番委員 ６番です。

議案番号１につきまして、調査報告書を読まさせていただきます。

平成３０年１２月５日に申請人と同居の長男さんの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、自宅から１００ｍほど離れた

墓地が７月の豪雨で崩れ、墓石は残ったものの、近づけない状態となってお

ります。斜面にあるため、修復するより平地に墓地を移すほうがよいと考

え、所有している畑の一部を転用するものです。申請地の位置ですが、自宅

から北側に５０ｍほど離れた畑の一部です。周囲の状況ですが、畑の中央で

はないですけれども、中につくるので、東西南北全て畑となっております。

周辺農地の影響ですが、申請人所有の畑に囲まれており、問題はありませ

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
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す。上記のほか、特に指摘すべき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、長年にわたり耕作できておらず、借り手もいないこと、

また高齢になれば耕作がより困難となることから、土地の有効活用を図る目

的で、申請地、田１筆１，０１４㎡に、太陽光発電設備を設置するため、転

用するものです。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１，５００万円。資金の内訳として、借入金１，５００万円。添付

書類は、土地利用計画図、中国電力との契約書、再生可能エネルギー発電設

備を用いた発電の認定証明の写し、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、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 長 はい、１０番委員。

１０番委員 １０番です。

番号２につきまして、去る１２月１日に申請人立ち会い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につきましては、申請人は現在所有している田

面について、今回の申請地以外につきましては中間管理機構などによりまし

て利用権設定をしており、自作での農業を行っていない状況ということでご

ざいます。また、今回の申請地におきましても、当初は中間管理機構を通じ

て貸し出しをしておりましたけれども、引受手のほうが維持管理できないと

いうことで契約解消となり、申請人が現在草刈りをして保全管理している状

況ということになっておりました。ただ、申請人も草刈りなどによる保全管

理での維持管理が体力的に厳しいということとあわせまして、土地の今後の

有効利用ということで今回太陽光発電設備設置での転用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、道の駅醍醐の里より南に約

８００ｍ行ったところで、県道６６号落合加茂川線沿いに面した位置となっ

ております。周囲の状況につきましては、東側が本人の自宅、西側が市道、

南側が田、北側が市道ということでございます。周辺農地への影響では、南

側が田に面しておりますけれども、設備設置による農地への日照、通風等に

支障を来すことはないと思われ、また水利組合、周辺宅地居住者の承認も受

けているということでございました。その他指摘事項につきましては特にな
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いという状況でございます。

以上のとおり、本件につきましては問題ないと思われますので、審議方よろ

しくお願いをいたします。

議 長 ありがとうございました。

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５９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５９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６０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６０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１２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、使用借り人（北房）は、現在実家に居住されていますが、建物の老

朽化もあり不便を感じており、将来を考え自分の家を持ちたいと思い、申請

地、田１筆４３５㎡を、使用貸し人（市外）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１，９５０万円。費用の内訳とし

て、借入金２，０００万円。建ぺい率は２２％。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、使用貸借契約書が添付されてお

ります。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
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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 はい、議長。

議 長 はい、６番委員。

６番委員 ６番です。

議案番号１について、１１月２７日に現地確認を行いました。譲渡人立ち会

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ですが、譲受人と譲渡人は親子です。このた

び、譲受人の住宅を建設するため、用地を選んでいましたが、日当たりや地

盤を考えるとこの田が一番適しているので、転用し住宅を建設するもので

す。申請地の位置ですが、自宅南に隣接しています。周囲の状況ですが、東

が田、西が赤線道、南が畑、北が住宅となっております。周辺農地への影響

ですが、東は譲渡人の所有で、南の畑からは北側になるので、日照等影響は

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、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、番号３については関連する内容でございますので、事

務局より一括して説明をお願いいたします。

主 幹 番号２、番号３でございます。

３ページと４ページをごらんください。

番号２、番号３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。

賃借り人（市外、法人）は、現在コンビニエンスストアを転用予定地の南側

で経営していますが、利用客が増加し現在の駐車場、敷地では手狭となった

ため、番号２については、申請地、田１筆５８８㎡、及び番号３の田１筆６

４４㎡の合計１，２３２㎡を、賃貸し人（北房）の２名の方から借り受け、

現在の店舗を移設し、駐車場を広くする目的で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２，０００万

円、建物施設２，５００万円。費用の内訳として、自己資金４，５００万

円。添付書類は、土地利用計画図、平面図、横断図、立面図、被害防除計画

書、事業用利益借地権設定のための覚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。



－9－

１２番委員 はい、議長。

議 長 はい、１２番委員。

１２番委員 １２番です。

今回の案件２と３につきましては、賃貸借権設定でありまして、賃借り人は

北房でコンビニエンスストアを経営する市外法人であります。この件につい

て、２件ともそろえて担当推進員が、賃貸し人の代理人立ち会いのもとに、

１２月３日に現地確認を行いました。委員も同席いたしました。

転用する事由の詳細でありますけれども、申請地に隣接して真南に現在の店

があります。この店は、業績がなかなか好調で、店舗が手狭となったため

に、建てかえ計画が持ち上がっております。大型車の駐車スペース確保を考

えますと、現在の敷地面積では狭いために、店舗北側、本当に隣接する北側

の田を借りることにしたようです。賃貸し人との話が両者まとまりましたの

で、今回申請を行います。様子を見ておりましても、許可がおり次第、計画

を進めて、来年４月上旬にはリニューアルのオープンをしたいと言っており

ました。位置ですけれども、申請地はＪＡびほく給油所の東隣、そして山陽

マルナカ北房店というのがあるんですが、道向かいにありまして、現在のお

店があります。もとのお店の北側にきっちりと隣接して、さぞかし便利であ

ろうなという位置に隣接した位置であります。東側は畑、西が農道、南がそ

の店舗、北は田になっております。周辺農地への影響もよく考えられており

まして、申請地に隣接した農地についても、雨水などは集水槽の設置、ある

いは草や泥の流入は法面に防草シートを設置する。あるいは、ごみや光の問

題はフェンス設置で対応するため、問題はないと思われました。また、社員

が店舗巡回して、ふぐあいなどがあればその都度指導するシステムをとるよ

うにしておるようでした。地域の水利組合には、転用するための同意も得て

おります。総じて問題ないと思われます。よろしくご審議お願いいたしま

す。これ２件です。

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（落合、医療法人）は、次の番号５でご説明する病院の新設用地に道

挟みで隣接する、申請地、田１筆６９５㎡を、譲渡人（落合）から譲り受

け、職員の露天駐車場及び管理倉庫を建築するため、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４２０万円、土地造成１８０

万円、建物施設７０万円。費用の内訳として、自己資金６７０万円。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
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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 はい、議長。

議 長 はい、推進委員さん、どうぞ。

担当推進委員 担当推進委員でございます。

それでは、５条の番号４につきましてご説明申し上げます。

確認を行ったのは、１１月２７日、これは申請者、病院、それと設計者あわ

せて立ち会いをしていただいております。

転用しようとする事由の詳細につきましては、譲受人は現在の建物、病院が

老朽化に伴い、移転先を検討していたところ、譲渡人と売買の話がまとまっ

たことから、この申請を行うものでございます。なお、用地につきまして

は、職員の専用駐車場が主で、一部簡単な管理倉庫を建設されるということ

でございます。申請地の位置等につきましては、申請地は落合インターチェ

ンジより北、株式会社藤岡エンジニアリング西約２０ｍほど離れた市道に面

した位置にあります。周囲の状況につきましては、東が田、西が道、南も

道、北も道。それから、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、本申請は一般的な露天駐車場が主であり、日照、通風

等に支障を来すことはないと思われます。

以上でございます。よろしく審議のほどお願いします。

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 ５ページをお開きください。

番号５でございます。

申請人、譲受人（落合、医療法人）は、現在の病院施設が老朽化したため、

申請地、田３０筆２２，４５２㎡と、畑１筆８８０㎡を、譲渡人（落合の２

０名及び市外３名）から譲り受け、移転申請するため転用申請するもので

す。農地区分は、５ページの申請地付近見取り図の右側の図で確認していた

だきたいのですが、点々で塗り潰している部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。斜線で塗り潰している部

分は、１種農地と判断されますが、１種農地の例外許可基準、申請に係る農

地を市街地に設置することが困難または不適当な施設、病院、療養所、その

他の医療事業の用に供する施設で、その目的を達成する上で市街地以外の地

域に設置する必要があるものに該当すると思われます。その他関係する土地

ですが、後にご審議いただく議案第６１号の事業計画変更により取得予定
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の、図面左下の３４２－１番地の左側、３４３－１番地、田１筆５３５㎡、

農地以外の土地では、地図が非常に見にくいですが、図の中央下の１０６８

－１番地、雑種地６１８㎡と、１０６８－６番地、宅地３３５．３４㎡、そ

の右側にある１０６８－５番地と１０６８－８番地の公衆用道路、２筆を合

わせて９１㎡、１０６３－２番地、１０７１－１１番地、１０７１－１４番

地の用悪水路、３筆合わせて１２２㎡を含めて、全体では２５，０３３．５

４㎡の敷地を利用した病院の新設工事計画となっております。また、敷地内

の公共施設である赤線、青線については、敷地の外周に移設し、代替えの道

と水路を整備する計画であり、都市計画法第３２条の規定による協議がなさ

れており、協議内容については了承されておりますし、隣接土地所有者、地

元の土地改良区の同意も得られています。転用に伴う費用は、土地購入２億

１，６６０万円、土地造成２億５，０００万円、建物施設３０億円。資金の

内訳として、自己資金４億６，６６０万円、借入金３０億円。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 はい、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。

５条の番号５につきまして説明申し上げます。

現地確認は、先ほど申し上げましたように１１月２７日、病院関係者、申請

者、設計者立ち会いのもとで確認をしております。

転用しようとする事由の詳細につきましては、譲受人は、現在病院が老朽化

に伴い、移転先を検討していたところ、譲渡人２３名と売買の話がまとまっ

たことから本申請を行うものでございます。申請地の位置につきましては、

申請地は落合インターチェンジより北、株式会社藤岡エンジニアリング西約

１５ｍほど離れた市道に面した位置にあります。周囲の状況ですが、東が

田、西が田、南が道、北が田。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、建物は一部３階で、主に２階建てを建てられる

ということで、用地の中央部に建設されるということでございますので、日

照、通風等に支障を来すことはないと思われます。また、地域の住民の方、

水利組合等には、病院に転用するための同意を得ておられるそうでございま

す。その他指摘事項はございません。

以上でございます。ご審議よろしくお願いいたします。
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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 ６ページをお開きください。

番号６でございます。

申請人、譲受人（久世）は、現在一家４人で借家で暮らしていますが、子供

の成長に伴い手狭になってきたため、申請地、田２筆のそれぞれ一部、合計

４８１㎡を、譲渡人（市外）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。転用に伴う費用は、土地購入２９７万円、土地造成８２８万円、建物

施設５，３７５万円。費用の内訳として、借入金６，５００万円。建ぺい率

は２３％。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おります。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、同じく地区担当推進委員さんか

らお願いいたします。

担当推進委員 はい、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 担当推進委員でございます。

それでは、５条の番号６につきましてご説明申し上げます。

現地確認は１２月４日に行っております。

転用しようとする事由の詳細につきましては、譲受人は現在アパートに住ん

でいますが、子供が大きくなり、現在の住居が手狭になったことから、新た

に自己住宅を建設するため近隣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、この申請を行うものでございます。申請地は、十字園

天津在宅介護サービスセンターより北東約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の住宅であり、日照、通風等に支障を来すこと

がないと思われます。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。

以上でございます。ご審議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 幹 番号７でございます。
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申請人、譲受人（落合）は、現在一家３人で借家で暮らしていますが、子供

の成長に伴い手狭になってきたため、申請地、田２筆のそれぞれ一部、合計

３２１㎡を、譲渡人（市外）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。転用に伴う費用は、土地購入２０３万円、土地造成３８８万円、建物

施設２，８０９万円。費用の内訳として、借入金３，４００万円。建ぺい率

は３２％。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おります。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、同じく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 はい、議長。

議 長 はい、地区担当推進委員さん。

担当推進委員 推進委員でございます。

続きまして、５条の番号７につきまして説明申し上げます。

これも現地確認は１２月４日に行っております。

先ほど説明した方と、譲受人は同級生で、友達同士じゃということをお聞き

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、譲受人は現在アパートに住ん

でいますが、子供が大きくなり、現在の住居が手狭になったことから、新た

に自己住宅を建設するため近隣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。申請地の位置につきま

しては、申請地は十字園天津在宅介護サービスセンターより北東約２０ｍ離

れた市道に面した位置にあります。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。その他指摘事項はございません。ご

審議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 ７ページをお開きください。

番号８でございます。

申請人、賃借り人（落合、認可地縁団体）は、手狭で老朽化した地区の公会
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堂を新築する際に、現在の敷地が狭いため、申請地、畑１筆１３６㎡を、賃

貸し人（落合）から借り受け、敷地を拡張し公会堂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９２１万円。費用の内訳として、自己資金４２１万円、寄附金２００

万円、市補助金３００万円。添付書類は、土地利用計画図、平面図、被害防

除計画書、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、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 長 はい、１６番委員。

１６番委員 １６番です。

議案番号８番について、１１月３０日に推進委員さん担当で、私も同席させ

ていただき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、賃借り人は当地区の自治会長

です。自治会が管理をする現在の公会堂が、経過年数が５０年以上となり、

老朽化に加えて約２０人の住民が使用しているには手狭であり、また玄関及

び水回りも狭く、使用勝手が悪いことから、建てかえの検討をしておりまし

た。自治会長が話を進めたところ、建てかえをすることについて当地区住民

の賛成を得ることができました。現在の公会堂は敷地いっぱいに建っている

ことから、敷地を広げる必要がありました。このことについては、南側の畑

を所有している地区住民である賃貸し人との話もできて、転用の申請をする

ものです。申請地の位置ですが、申請地は川東公園から東へ約１７０ｍの集

落の中にあります。周囲の状況、周辺農地への影響ですが、東側は道を隔て

ると宅地です。南側は市道です。西側は宅地で民家が建っています。北側は

当地区の現在の公会堂です。本申請は、当地区の公共施設である公会堂であ

り、周囲には農地はないので、日照、通風に支障を来すことはないと思いま

す。指摘等は特にありません。どうか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９、番号１０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 番号９、番号１０でございます。

番号９、番号１０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。

７ページと８ページをごらんください。

譲受人（久世、法人）は、事業拡大に伴い、番号９については、申請地、田
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７筆３，５３１㎡、及び番号１０の、田２筆６５６㎡を、譲渡人（市外と久

世の２名の方）から譲り受け、既設工場の増設及び駐車場、資材置場用地と

して利用する目的で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。また、敷地内の公共施設である赤線については、地域からの要望を受

け、増設予定敷地内に移設する計画です。青線については、用途廃止後に払

い下げする計画であり、これらについては市役所関係部署へ事前相談されて

いるようですが、農業委員会からの許可を受けた後に正式に申請されるとの

ことです。赤線の移設及び青線の払い下げについては、地元自治会、地元土

地改良区、隣接土地所有者の同意も得られています。転用に伴う費用は、土

地購入５００万円、土地造成１，５００万円、建物施設２，０００万円。費

用の内訳として、自己資金４，０００万円。番号９、番号１０については、

この費用で対応するとのことです。添付書類は、土地利用計画図、平面図、

横断面図、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、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９、１０についてご報告を申し上げます。

番号９につきましては、３０年１１月２６日に現地確認を行いました。譲渡

人には、県外に住んでいるために、電話にて確認しております。将来も帰っ

てこられる予定が全くないために、譲渡人は売却先等を探していました。一

方、譲り受け会社は、事業拡大によりまして資材置場が狭くなり、また駐車

場も手狭になったために、土地を探していたところ、譲り受け会社のほうへ

地元の人から話が持ち上がりまして、まとまったものでございます。申請地

の位置でございますが、安田工業所の西側です。周囲の状況ですが、東が宅

地、西が宅地、南が市道、一部田、北が田でございます。周辺農地への影響

でございますが、露天駐車場及び資材置場のために、日照、通風には影響は

ないものと思われます。また、土地改良区の同意もいただいているというこ

とでございますので、審議のほどよろしくお願いします。

それから、番号１０でございますが、これも１１月２６日に譲渡人に会いま

した。会って話を聞かせていただいております。譲受人も現地確認と一緒に

聞いております。番号９の隣接した土地でございまして、譲受人のほうが依

頼して、譲渡人も労働力不足となっておりまして、話がすぐまとまったもの

でございます。場所は同じく安田工業の西側でございます。周囲の状況です
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が、東が宅地、西が田、南が田、北が旭川の堤防でございます。周辺農地へ

の影響ですが、先ほど９番と同じように露天駐車場及び資材置場のために、

日照、通風には影響はないものと思われますし、また改良区の同意もいただ

いております。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。

番号１１は取り下げとなっておりますので、続きまして番号１２について、

事務局の説明をお願いいたします。

主 幹 ９ページをごらんください。

番号１２でございます。

申請人、譲受人（中和、法人）は、現在中和地区で自動車整備工場を営んで

いますが、経営規模の拡大により手狭となったため、申請地、田２筆２，３

９９㎡を、譲渡人（八束）から譲り受け、自動車整備工場兼事務所を建設す

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４００万円、土地造成５

００万円、建物施設５，５００万円。費用の内訳として、自己資金４００万

円、借入金６，０００万円。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、４番委員さんから説明をお願い

いたします。

４番委員 議長。

議 長 はい、４番委員。

４番委員 ４番です。

番号１２につきましては、去る１２月２日に譲受人立ち会いのもと、担当推

進委員が現地を確認しておりますので、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が、譲受人は自動車整備業を営んでおりま

す。現在の工場が手狭となり、老朽化も進んだことから、より事業を行いや

すい場所への移転を検討しておりましたところ、譲渡人と話がまとまったこ

とから申請をするものでございます。申請地の位置ですが、ＪＡまにわ蒜山

西原多目的農業施設より東側１０ｍ付近に位置し、東と南が田、西と北が国

道になります。周辺農地への影響ですが、建設予定の工場の高さが６ｍ程度

と低いこと、また隣接する農地の西と北側に位置するようですので、日照、

通風については問題ないと思われます。また、周辺の農地の土地の所有者等

の許可も得ておりますし、水利につきましても地元水利組合と協議し許可を
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得ております。その他指摘事項等もありませんので、転用はやむを得ないも

のと考えられますので、ご審議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。

ございませんか。

４番委員 いいですか。

議 長 はい、どうぞ。

４番委員 くだらないことかもしれないんですけども、２と３の申請地付近見取り図な

んですけども、２の見取り図の５１３５－１とありますが、３のほうは５１

３５－３になってるんですけど、これはただの印刷ミスでしょうか。

議 長 事務局、わかりましたか。

事務局次長 失礼します。３ページの右側の図です。５１３２－１の隣が５１３５－１と

なってるっていうことですよね。

４番委員 そうです。

事務局次長 こちらは、５１３５－１が４ページの図のように分筆されまして、５１３５

－３というふうな筆が新しくできております。その残地についてが、後に５

１３５－１になります。番号２の見取り図については、分筆前の図になって

おります。すいません、私の修正ミスです。申しわけありません。

議 長 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。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６０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６０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６１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、事務局の説明をお願いいたします。
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事務局次長 はい、議長。

議 長 はい、事務局。

主 幹 議案第６１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。

１０ページをごらんください。

番号１でございます。

申請人（市外、法人）は、昭和５７年２月２７日付県指令真地振第８３８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

由でございますが、申請人は当時申し出地を取得し、倉庫を建築する予定で

したが、敷地の面積が足らなかったため、建築を見合わせたまま今日に至り

ました。このたび、市内の医療法人と病院新設に伴う用地買収の話がまとま

ったため、事業計画の変更を申請するものです。

１０ページ右側の備考欄にも記載しておりますが、当初転用計画時の面積

が、現時点の面積に対し６㎡減っているのは、用地取得後に実施された国土

調査の成果による錯誤によるものです。また、変更後の事業内容及び資金の

内訳については、本日の資料５ページの番号５の案件に関連するものですの

で、その内容を記載しております。土地購入に係る費用につきましても、全

体の資金の中で対応されるということを確認しております。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、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 はい、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 担当推進委員でございます。

この件につきましては、１１月２７日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につきましては、譲受人は現在の病院が老朽化

に伴い、移転先を検討していたところ、移転先の一部に譲渡人の土地がある

ことが判明し、このたび売買の話がまとまったことから申請を行うもので

す。また、譲渡人が、先ほど説明がありましたように、昭和５７年２月２７

日県指令真地振第８３８号において倉庫建設をすることで許可を得ておりま

したが、建設に当たり面積が不足していたため、事業を見合わせ、現在まで

地目変更のないままに至っていましたが、このたび計画変更することとなり

ました。申請地の位置につきましては、申請地は落合うぐいすプラザ東に隣

接した市道に面した位置にあります。周囲の状況につきましては、東が宅
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地、西が宅地、南が道、北が田。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、隣接した農地の方、地域の方々には病院

へ転用することで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、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 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６１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６１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６２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。

事務局の説明をお願いいたします。

主事補 はい、議長。

議 長 はい、事務局。

主事補 議案第６２号について、１１ページをお開きください。

議案第６２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、平成３０年１２月７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

１０２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。

以上でございます。
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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＞

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６２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６２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２３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８、報告第２４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２５号、農地改良に係る届出につい

て、日程１０、報告第２６号、認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置

に伴う農地転用届について、日程１１、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、これらにつきまして事務局

より説明をお願いいたします。

主事補 はい、議長。

議 長 はい、事務局。

主事補 ２３ページをお開きください。

報告第２３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件がございます。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、申請人は勝山です。平成３年８月２８日付で許可を

受けましたが、譲受人が介護施設へ入居したため、今後建設することがない

ため取りやめ書が提出されました。

１ページお進みください。

報告第２４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１，６

８０㎡のうち、７０㎡を農業用車庫兼倉庫までの進入路にするものです。

１ページお進みください。
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報告第２５号、農地改良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、田１筆１９５㎡

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２６号、認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に伴う農地転用

届については、次の３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、転用事業者は、広島に本店を置く認定電気通信事業

者で、所有者及び農地所在地は勝山です。畑１５９㎡のうち１０㎡に、携帯

電話基地局を設置するものです。

番号２でございますが、転用事業者は、広島に本店を置く認定電気通信事業

者で、所有者及び農地所在地は勝山です。畑４６２㎡のうち６㎡に、携帯電

話基地局を設置するものです。

番号３でございますが、同じく転用事業者は、広島に本店を置く認定電気通

信事業者で、所有者及び農地所在地は勝山です。畑５０５㎡のうち６㎡に、

携帯電話基地局を設置するものです。

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、賃借り人、賃貸し人ともに川上です。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２３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８、報告第２４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２５号、農地改良に係る届出について、日程１

０、報告第２６号、認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に伴う農地

転用届について、日程１１、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。

＜「なし」の声＞

議 長 ないようです。

これらにつきましては、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。
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皆様方のほうから何かございませんか。

ありませんか。

よろしいか。

１２番委員 報告を、女性農業委員の。

議 長 はい、どうぞ。

１２番委員 よろしいですか。ごめんなさい、うっかりしておりました。

このたび、１１月１５日から１６日にかけて、徳島市で中国四国ブロック女

性農業委員会研修会というのがありまして、１７番委員と私が参加させてい

ただきました。それについてご報告させていただきたいと思います。

女ばっかりなんですけれども、中国四国各県から参加者が１６８名おられま

して、非常に活気に満ちた、触発されることの多い有意義な研修会でした。

内容所見については、会長のほうにも先日文書でご報告申し上げております

が、例えば全国版の方たちがお見えでした。全国農業会議所からは、農業委

員会法の改正が５年目を控えて、農地利用集積の実績づくりが非常に大事だ

ということを強調されました。

それから、農業者年金についても、年金会議の全国の理事長が見えていたん

ですけれども、この説明がまた秀逸でありまして、こんな言われ方をしたら

みんな加入するやろなというような感じの説明をいただきました。ですか

ら、せっかく行かせてもらったんですから、市内でもどなたが加入対象者か

の情報があれば、お勧めに私もあんなふうに行かなあかんなと心したことで

ありました。

それから、徳島市で実施されたんですけれども、徳島県の吉野川市農業委員

会の女性の方の事例発表などでは、過去に農業職員やったと。農業職員で働

いてきた長年の人脈を活用して、具体的に農地の集積を、あんた貸したいん

か、ほなあんた借りたいんかというようなことの集積について具体的に実績

を上げておられるという事例の発表がありました。人と人とのつながりを活

用して、目的に向かってやるやり方というのは、参考にできるんではないか

と思いました。

それから、講演があったんですけれども、若い力を生かして農業そして地域

を活性化せにゃいかんというお話やったんですけれども、自分の地域でも若

い人を生かして、地域で頑張って農業をしていけるという雰囲気づくり、農

業をしていくことを受け入れていく、理解する、支援する、そういったこと

も自分の地域で少しずつでも大事ではないかと感じました。

そのほかいろいろあったんですけれども、女だけ行かせてもらってるんで

す、この会っていうのは。女だけが、男女共同参画の推進という名のもとに

こうやって行かせてもらうんですけれども、何か申しわけないなという気持
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ちも持ちながらですけれども、今後の委員会活動に生かしていきたいと考え

ております。どうもありがとうございました。

議 長 ありがとうございました。

ほかにはございませんか。

＜「なし」の声＞

議 長 事務局のほうから。

よろしいか。

＜「なし」の声＞

議 長 それでは、これで１２月総会を閉会したいと思います。

次回１月総会は、１月１１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１０分 閉会）


