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平成３１年 第４回 真庭市農業委員会総会 議事録 

 

１．開催日時 平成３１年４月１０日（水） 

午前１０時００分から午前１１時４０分 

２．開催場所 本庁舎 ２階 大会議室 

３．出席委員（１８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  2番 妹尾宗夫  3番 小山正男  4番 長鉾忠明   

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 10番 山懸将伸 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     

４．欠席委員（１人） 

  農業委員  17番 樋口昌子    

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17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18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19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20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21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 

日程第７ 議案第22号 農地中間管理事業法第１８条５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 

日程第８ 報告第７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 

日程第９ 報告第８号 農地転用の制限の例外に係る届出について 

日程第10 報告第９号 農地改良に係る届出について 

日程第11 報告第10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12 報告第11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 山本知実 
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７．会議の概要 
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（午前１０時００分 開会） 

 

事務局長  皆さんおはようございます。 

ただいまから平成３１年４月総会を開催いたします。 

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。 

先週末から一気に桜のほうがこのあたり満開になりまして、非常にいい景色

になっております。今日はあいにくの雨ということで、北のほうではタイヤ

規制が出てると、非常に全国的にもちょっと不安定な模様に、季節がちょっ

と逆戻りした感があります。４月になりまして、新しい元号の発表もありま

した。いよいよもう少しで新しい時代に入っていくんだなという感じがして

おります。 

先ほど事務局のほうの異動も発表がありました。非常に事務局体制、今まで

人員的にも非常に厳しかったわけでございまして、いろいろと皆さんにご迷

惑もかけているところもあろうかというふうに思いますけど、今度１人増員

ということで、非常に体制はいい体制が組めるんではないかというふうに思

っております。事務局がしっかりしていければ、我々農業委員、推進委員さ

ん、非常に動きやすい感じになってまいります。３月末に意見交換会という

ことで、各地域の実情というのがわかってきたんではないかというふうに思

います。我々委員会としてもこれを参考にしながら、しっかりとこの１年間

の計画を立て、皆さんの意見を反映した動きができるようにできればという

ふうに考えておりますんで、今後ともどうかよろしくご協力をお願いしたい

というふうに思います。 

それでは、これより４月の議案のほうがたくさん出ておりますんで、審議の

ほうを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す。 

本日のほう、欠席委員は１名です。１７番委員よりその旨通告がありました

ので、ご報告をさせていただきます。 

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、

４月総会は成立をいたしております。 

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。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。 
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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、７番委員、８番委員を指名いたします。 

日程２、議案第１７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１７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１５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４０７㎡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  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、４月３日に譲受人に立ち会いのもと、お話を伺い

ました。 

権利移転する事由の詳細ですが、譲渡人は母親の姉の夫からこの土地を相続

し、広島に住んでいるため処分に困り、遠い親戚に当たる譲受人に相談し、

話がまとまりました。よって、贈与により権利を移転するものです。 

譲受人の耕作状況等ですが、譲受人は定年退職後、弟と水稲のみではありま

すが、栽培しております。トラクター、管理機、田植え機はあります。コン

バインは所有しておりませんが、刈り取りと乾燥、もみすり作業は委託して

行っています。貸付地があります。面積は８００㎡です。これは、基盤整備

のために３０アールのうちの８アールになったため、耕作の都合上貸し出し

ております。その他、必要な農作業に従事することは認めています。その他

指摘事項はありません。よろしくご審議お願いいたします。 

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。 
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主 事   番号２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６３３㎡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、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。 

４月２日に譲受人立ち会いのもと、担当委員さんと一緒にお話を伺いまし

た。 

権利移転する事由の詳細ですが、譲渡人は親に茶畑として耕作してもらって

いましたが、親も高齢となり、農業従事できなくなっています。譲渡人であ

る所有者も退職を機に数年前地元に帰ってきましたが、地元の生活になじめ

ないため転居しています。現在所有者の方は遠方で生活しているため、申請

地は耕作できない状況です。将来も帰る予定がなく、今回申請地の譲り渡し

の話がまとまり、譲受人が申請地を取得するものです。 

譲受人の耕作状況等ですが、譲受人は専業農家として農業に従事してきてお

ります。譲受人に話を聞いたところ、現在耕作している農地のほかに近隣の

方々からも農地を依頼され、利用権設定による貸借を多くされております。

譲受人は地域の担い手として農業全般的に意欲的に取り組んでおり、取得後

も引き続き意欲的に農作業に従事すると思われます。その他指摘事項はござ

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、北房の譲渡人が、相手方の要望によりまして、同じ

く北房の譲受人に、申請農地、田１筆５６２㎡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、１２番委員さんから説明をお願

いいたします。 

はい、１２番委員。 

１２番委員 １２番です。 

議案番号３についてご説明いたします。 

４月３日に担当推進委員が譲受人立ち会いのもとに現地で確認を行いまし

た。委員も同席しております。 

権利移転する事由の詳細でありますけれども、譲渡人と譲受人は同じ集落に

居住しております。譲渡人は農作業には不慣れで、当該地についても使用貸
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借で別の人に耕作してもらっていたような状況でありまして、前々から農地

を処分した上で農業をやめたいという意向を持っておりました。一方で、譲

受人はここ一、二年増反のための土地を探してきており、農業をやめたがっ

ていた譲渡人に譲渡の話を持ちかけて話がまとまり、このたび申請いたしま

した。 

耕作状況等ですけれども、当該地は譲受人の住居から約１００ｍの距離にあ

りまして、管理も行き届き、良好な状態を維持しております。譲受人は、こ

の土地にはブルーベリーなどの低木果樹を植えたい意向を持つなど、積極的

に耕作する意思を示しております。現地確認に同席した息子も、協力して耕

作していくことを約しております。営農組合にも加入しており、ほかに所有

する農地も含めて全て効率的に耕作しております。周辺の農業者との協力関

係も従来どおり円滑に行っていける様子です。その他指摘事項としては何も

ありません。はい、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、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３筆１，９３５．６３㎡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、１０番委員さんから説明をお願

いいたします。 

１０番委員 はい、議長。 

議 長   はい、１０番委員。 

１０番委員 １０番です。 

番号４につきまして、去る４月３日に電話で譲渡人の母親と、また４月７日

には譲受人立ち会いのもと、現地確認を担当推進委員の方が行っておりまし

て、その調査報告を受けております。その内容について説明させていただき

ます。 

譲渡人は東京に在住しており、譲渡人の父は高校卒業と同時に県外に進学、

就職をし、早くに亡くなっておりました。また、実家の祖父母も亡くなり農

地等の譲渡をされていますが、農業経験もなく、農業廃止を検討していたと

ころ、譲受人の娘夫婦が現在アパートに住んでいますが、子供が大きくなっ

て手狭になったということで家を探しておりましたところ、その空き家物件

がありまして話がまとまり、空き家と農地を購入し、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、譲受人はトラクター、田植え機、コン

バイン、管理機等必要な農機具を所有しており、市内で現在農業を行ってお
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ります。ただ、住居と申請地が近隣ではないということもございますけれど

も、農地の維持管理は十分に可能であると認められます。その他指摘事項で

ございますが、現在の農地を近隣の方が管理をしておるということでござい

まして、その方との話し合い、また栽培物や地上物件に注意して将来トラブ

ルがないように協議することを依頼していくということでございますので、

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。 

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、農業廃止によりまして、落合の譲

受人に、申請農地、畑４筆１，９４１㎡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、１５番委員さんから説明をお願

いいたします。 

１５番委員 はい、議長。 

議 長   はい、１５番委員。 

１５番委員 １５番です。 

議案番号５番につきまして、担当推進委員さんが調査を行っておりますの

で、ご報告いたします。 

去る３月３１日に、譲受人と２人で推進委員さんと現地確認を行っておりま

す。 

権利移転しようとする事由の詳細ですけども、譲渡人、譲受人は親戚関係に

ありまして、譲受人は東京のほうで住居を構え、生活しており、本申請地は

長年譲受人が野菜等を作付、耕作しておりました。今回双方売買の話がまと

まり、申請を行うこととなりました。申請地は譲受人の自宅周辺でございま

す。 

譲受人の耕作状況ですけども、譲受人は現在ひとり暮らしでありますが、と

てもお元気で毎日畑作業に従事しており、ミニ耕運機、管理機、草刈り機を

使用し、とてもきれいに管理しております。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。 

以上のとおり、耕作状況、従事日数等については問題ないと思われますの

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、相手方の要望によりまして、落合

の譲受人に、申請農地、田１筆４９７㎡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。 
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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 はい、議長。 

議 長   はい、１５番委員。 

１５番委員 １５番です。 

議案番号６番につきまして、これも担当推進委員さんが現地確認を行ってお

りますので、ご報告いたします。 

去る３月３０日に、譲受人立ち会いのもと、現地確認を行っております。 

権利移転する詳細な事由ですけども、譲渡人は岡山市で住居を構え、生活し

ており、本申請地は譲受人との割り田であり、長年にわたり譲受人が稲作を

行っているものであります。このたび譲渡人が自宅及び農地の売買処理に伴

い、譲受人との話がまとまり、申請を行うものです。 

譲受人の耕作状況ですけども、譲受人は現在妻、子供の３人家族で、主に譲

受人が農作業に従事しています。農機具等も全て所有しており、現在所有し

ている農地は全て耕作しており、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。 

以上のとおり、耕作状況及び事業日数についても問題ないと思いますので、

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、北房の譲渡人が、相手方の要望によりまして、落合

の譲受人に、申請農地、田１筆２９３㎡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、同じく１５番委員さんから説明

をお願いいたします。 

１５番委員 はい、議長。 

議 長   はい、１５番委員。 

１５番委員 １５番です。 

議案番号７番につきまして、これは私、委員が去る３月３１日に譲受人立ち

会いのもと、現地確認を行いました。 

譲渡人は申請地を今後耕作及び管理する意思がなく、長年申請地を耕作して

いる譲受人とのこのたび売買の話がまとまり、申請を行うものです。 

譲受人の耕作状況ですけども、譲受人は主に譲受人が農作業に従事していま

す。現在所有している農地については、基幹作業の一部を委託している作業

もありますが、全て耕作しています。トラクター、田植え機等を所有してお

り、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
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項はございません。 

以上のとおり、耕作状況及び事業日数等については問題ないと思いますの

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、北房の譲渡人が、相手方の要望によりまして、落合

の譲受人に、申請農地、畑１筆１７１㎡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、１５番委員さんから説明をお願

いいたします。 

１５番委員 はい、議長。 

議 長   はい、１５番委員。 

１５番委員 １５番です。 

議案番号８番につきまして、これも去る３月３１日に譲受人立ち会いのも

と、現地確認を行いました。 

権利移転する詳細な事由ですけども、譲渡人は申請地を今後耕作及び管理す

る意思がなく、長年申請地を耕作している譲受人とのこのたび売買の話がま

とまり、申請を行うものでございます。 

譲受人の耕作状況ですけども、主に譲受人が農作業に従事しています。現在

所有している農地につきましては、基幹作業の一部を委託している作業もご

ざいますが、全て耕作しております。トラクター、田植え機、管理機等を所

有しており、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。 

以上のとおり、耕作状況及び事業日数等につきましては問題ないと思います

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９について、事務局の説明をお願いいたします。 

主 事   番号９でございますが、北房の譲渡人が、相手方の要望によりまして、落合

の譲受人に、申請農地、畑１筆３９６㎡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、同じく１５番委員さんから説明

をお願いいたします。 

１５番委員 はい、議長。 

議 長   はい、１５番委員。 

１５番委員 １５番です。 

議案番号９番につきまして、去る３月３１日に譲受人立ち会いのもと、現地
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確認を行いました。 

譲渡人は申請地を今後耕作及び管理する意思がなく、長年申請地を耕作して

いる譲受人とのこのたび売買の話がまとまり、申請を行うものです。 

譲受人の耕作状況ですけども、譲受人は家族で酪農を営んでおり、農作業は

主に譲受人が従事しております。現在所有している農地につきましては、基

幹作業の一部を委託している作業もございますが、全て耕作しており、トラ

クター、田植え機等を所有しており、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。 

以上のとおり、耕作状況及び事業日数等につきましては問題ないと思います

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１０について、事務局の説明をお願いします。 

主 事   番号１０でございますが、落合の譲渡人が、相手方の要望によりまして、市

外の譲受人に、申請農地、畑１筆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、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 長   はい、２番委員。 

２番委員  はい、２番です。 

議案番号１０について説明いたします。 

この件は、地元の推進委員さんが譲受人、譲渡人、双方に会い、確認してお

ります。 

お二人は旧来の親しい友人でありましたそうです。そして、譲受人は農業の

傍ら養蜂業を行っていることから、各地に農地を探されているようでした。

そのため、この農地にレンゲをまいて養蜂業をするということです。そし

て、譲受人の妻、長男はその蜂蜜を売買する仕事に従事されてるようでござ

います。したがって、譲受人は農業の傍ら養蜂業ということで、何ら問題は

ないと思われます。 

以上、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１１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、農業廃止によりまして、同じく落

合の譲受人に、申請農地、田１筆１，６４６㎡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、２番委員さんから説明をお願い
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いたします。 

２番委員  はい、議長。 

議 長   はい、２番委員。 

２番委員  はい、議案番号１１について説明いたします。 

譲受人と譲渡人は近隣で、住居を持っております。譲渡人は、夫、父が亡く

なり、耕作できないことから、譲受人に依頼、耕作していただいておりまし

たが、このたび売買が成立したものです。 

譲受人は、水稲を中心に熱心に栽培をしており、機械も管理して、今後も稲

作経営を安定して続けるものと思われますので、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１２について、事務局の説明をお願いいたします。 

主 事   番号１２でございますが、落合の譲渡人が、能力不足によりまして、同じく

落合の譲受人に、申請農地、田１筆１，４５１㎡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、１番委員さんから説明をお願い

いたします。 

１番委員  はい、議長。 

議 長   はい、１番委員。 

１番委員  １番です。 

番号１２について、報告いたします。 

去る３月３１日に現地確認とあわせて、譲受人、譲渡人、双方に同席してい

ただきまして、話を聞きました。 

譲渡人と譲受人は同じ部落の友人でございまして、譲渡人が労働不足により

まして耕作できないために、譲受人に依頼して話がまとまったものでござい

ます。 

譲受人の耕作状況でございますが、譲受人は妻と２人で耕運機、管理機等を

所有し、稲作を中心に耕作していますが、田植え、稲刈りは委託していると

のことでございます。その他の管理については、全て自分で行っているとい

うことでございます。したがって、今後も必要な農作業には従事すると認め

られますので、審議のほどよろしくお願いいたします。その他の指摘事項は

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１３について、事務局の説明をお願いいたします。 

主 事   番号１３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、同

じく久世の譲受人に、申請農地、田１筆６７１㎡を、売買によります所有権
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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番委員さんより説明をお願い

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。 

３月３１日に譲渡人が仕事のため、譲渡人の家族と現地確認を行い、詳細に

ついて話を聞きました。その後、譲受人については電話で連絡して、話を聞

いております。 

譲受人と譲渡人は同じ部落の近所で、知り合いということで、譲渡人は申請

地の管理を２年前より隣接している農地を所有している譲受人にお願いして

いましたが、今回双方の話がまとまり、売買により権利移転を行うものでご

ざいます。 

譲受人は、会社勤めをしながら兼業で水稲、野菜を作付して農業を行ってお

り、トラクター、田植え機、コンバイン等の農作業に必要な農機具は全て所

有しており、申請の土地については当面水稲を作付する予定で、今後も十分

耕作していくものと思われます。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１５について、事務局の説明をお願いいたします。 

主 事   番号１５でございますが、市外共有所有者３名の譲渡人が、相手方の要望に

よりまして、美甘の譲受人に、申請農地、田１筆１，４４９㎡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、８番委員さんより説明をお願い

いたします。 

８番委員  はい、議長。 

議 長   はい、８番委員。 

８番委員  議案番号１５番について説明させていただきます。 

４月３日に譲受人立会のもとで調査を行いました。 

この該当する水田ですが、以前より譲受人が委託管理を行っていましたが、

所有者である相続人が亡くなり、３名の兄弟が相続をいたしましたが、３名

とも市外の遠隔地に居住しており、今後管理ができないため、兄弟が相談い

たしまして、買い受け人へ譲渡依頼し、話がまとまったものであります。 

譲受人の耕作状況等ですが、譲受人は妻と２人で１６１アールの水田を耕作

し、ミニライスも行っており、トラクター、コンバイン等農機は全て保有し

ており、今後十分な管理を行うと認められます。その他、必要な農作業に常
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時従事するかという部分につきましては、十分農作業に従事すると認めれま

す。その他指摘事項はございません。 

以上、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１６について、事務局の説明をお願いいたします。 

主 事   番号１６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８筆８，８５１㎡、畑６筆２，５２６．７㎡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番委員さんより説明をお願い

いたします。 

７番委員  はい、議長。 

議 長   はい、７番委員。 

７番委員  はい、７番です。 

議案番号１６番につきまして、ご説明いたします。 

本件につきましては、担当推進委員が売り渡し人立ち会いのもと、３月３０

日に現地調査及び聞き取り調査を行っている旨をご報告いたします。 

譲受人と譲渡人は親子関係にあり、譲渡人の高齢化に伴い、農業経営を長男

夫婦中心に移行するため、贈与による権利移転するものでございます。 

譲受人の耕作状況等でございますが、譲受人と妻、その子供、そして両親が

同居しており、一家で農業経営をしております。現在の作付状況は、水稲３

５アール、ピオーネ、シャインマスカット等２０アール、ソリダゴなどの花

卉２７アールを栽培しております。農機具は、コンバイン、トラクター、田

植え機など一連の農機具を全て保有しており、今後も譲受人夫婦を中心に一

家で農業に尽力し、健全経営されるものと思われます。その他指摘はござい

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

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。 

８番委員  はい。 

議 長   はい、どうぞ。 

８番委員  議案番号１６なんですが、贈与による譲渡というふうなことですが、備考に

は１０アール１５万円ってありますが、このことはどうなっとんですか。 

議 長   はい、事務局。 
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主 事   失礼しました。 

こちらは、申請書で贈与となっております。１０アール１５万円というの

が、こちらで記入してしまったものになります。大変失礼いたしました。こ

ちら、備考１０アール１５万円を消すようにお願いいたします。大変申しわ

けありませんでした。 

議 長   それでは、備考欄、１０アール１５万円を消してください。 

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１７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、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１８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   議案第１８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。 

５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、長年農業は営んでおらず、土地の管理も困難な状況とな

り、土地の管理負担を軽減すること及び土地の有効活用を図る目的で、申請

地、畑１筆８１２㎡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、申請にかかわる農地が北房振興局からおおむね３００ｍの

位置にあることから、３種農地と判断されます。転用に伴う費用は、建物施

設１，１２０万円。資金の内訳として、借入金１，１２０万円。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、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。 
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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、担当の推進委員さんから調査書が上がってきてお

りますので、ご報告させていただきます。 

３月３１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ですが、申請人が長年管理している畑ですが、

年齢を重ね、管理することに負担を感じるようになっています。そんな折、

農地の有効活用に太陽光発電の話が持ち上がり、申請人の所有地である農地

の申請を行うものです。申請地の位置等ですが、申請地は南向きの緩い傾斜

地の畑で、北側は住宅地となっており、南側周囲は里道で囲まれておりま

す。少し離れた東側には北房小学校が見える位置であります。周囲の状況で

すが、東が畑、西が畑と墓地、南が畑と墓地、北が住宅となっております。

周辺農地への影響ですが、申請地は高台の住宅地の南側に位置しており、周

辺の隣接した農地は畑です。本申請地は、太陽光発電を計画しており、雨水

対策については、現状の排水路を利用、工事も地下浸透型で計画しておりま

す。周辺の関係者にも太陽光発電設備のパネルを設置することを説明、承諾

されております。周辺に対して、日照、通風等に支障を来すことはないと思

われます。その他指摘事項もございません。よろしくご審議いただきます。 

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（久世）は、三阪地区にある墓地が災害により使用不能となったた

め、申請地、畑２筆合計１２７㎡を、墓地区画１９㎡と残りを、墓地駐車場

敷地にするため、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３０万円、改装費用７０万円。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、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、番号２は担当推進委員さんから報告書を預かっておりますので、

発表させていただきます。 

現地確認を４月１日にされております。 

転用しようとする事由の詳細ですけど、現在の墓地は三阪上にありまして、

昨年７月の大雨のために墓地の法面が全体が崩れてしまいまして、墓地とし

て利用できなくなりました。そこで、三阪上自治会全戸に了承をしていただ

き、また自治会長、副自治会長、また会計の方にも了解をいただきまして、

下記の申請地のほうに移転することになりました。申請地の位置ですが、三
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阪コミュニティーセンター横の市道を北に進んで、長尾電気工事店の手前の

ところにあります。周囲の状況でございますが、東は道路、西も道路、南に

畑、北は道路となっております。周辺農地への影響ですが、隣地に２人の方

の土地がありますが、耕作等に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。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

以上でございます。 

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（美甘）は、申請地周辺にて長年鳥獣被害に悩まされており、対策に

苦慮しています。申請地に隣接する家屋に暮らしていますが、高齢となり、

後継ぎもいないことから、農地として農作業を行うことが困難となり、農地

の有効利用を図る目的で、申請地、田１筆１，３９８㎡に、植林するため、

転用申請するものです。２種農地と判断されます。転用に伴う費用は、苗代

として３４，８６０円。資金の内訳として、自己資金３４，８６０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、８番委員さんから説明をお願い

いたします。 

８番委員  はい、議長。 

議 長   はい、８番委員。 

８番委員  はい、８番です。 

議案番号３について、説明申し上げます。 

４月３日に現地確認を行いました。 

該当する農地は、以前耕作放棄地として調査に行ってくださいという事務局

の話の中で、過去に伺ったことがあります。また、申請人も高齢者で、内縁

の夫も８０歳と高齢、また身体障害者でもあり、圃場等の管理ができないと

いった中で、獣害及び昨年の水害等により畦畔や水路が壊れ、修復も困難な

ために、ヒノキを植栽するものでございます。そうした中で、申請地の位置

等は、国道１８１号線太井阪集落より北へ約４㎞入った山間地に位置しま

す。周囲の状況でございますが、該当する農地の東は本人が所有する荒廃し

た農地、西も同じく荒廃した農地、南は山林、北が自宅といったような状況

で、全て本人の所有しているものです。周辺農地の影響という部分が一番苦

慮しましたが、本人、申請人自体が余り、こう言ってはなんですが、資金も

ないというような状況の中で、一窪だけ植林するといった状況で、上、下
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の、台帳上の地目は水田でありますが、先ほど申し上げましたように獣害や

水害で畦畔がもう崩壊しており、そういうような土地でつくれる状況ではあ

りません。そうした中で、これをまた農用振地域から外していただくという

ような状況の中で、今後順次申請していただいて木を植栽するという予定で

ございますので、審議方よろしくお願いいたします。その他指摘事項はござ

いません。 

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。 

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１８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１９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１９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。 

７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（北房）は、現在親と同居していますが、結婚を機に親と別

居することとなり、本宅に近い譲渡人（北房）の申請地、田１筆５００㎡を

譲り受け、新たに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
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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１５０万円、土地造成１５０万円、建物施設２，５００万円。費用

の内訳として、自己資金３００万円、借入金２，５００万円。建ぺい率は３

１％。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、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 １２番です。 

議案番号１番について、ご説明いたします。 

ここは、４月３日に譲受人立ち会いのもとに担当推進委員が現地調査を行い

ました。委員も同席いたしました。 

転用しようとする事由の詳細でありますけれども、譲受人と譲渡人は同集落

の住人であります。譲受人は、最近結婚しましたけれども、親の住居近くに

自己住宅建設のための土地を探していたんですが、なかなか見つからず、現

在家族は総社市に仮住まいをさせた状況にあります。このほど譲渡人から、

ちょうど集落接続したその土地を、この土地を譲ってもらえることになった

ことから申請を行うものです。申請地の位置ですけれども、３１３号沿いの

山陽マルナカ北房店があるんですけれども、そこから南へ約３００ｍ、そし

てレストランアクアっていうのがあるんですが、それの東隣の土地に当たり

ます。周囲の状況ですけれども、東が田んぼ、西が道路、南が田んぼ、それ

から北は住宅です。この辺の周辺農地への影響ですけれども、水路はしっか

りしておりますし、東の田んぼは申請地より高いですし、それから南側は駐

車場となるために悪影響が、例えば日照等の悪影響が生じるということは考

えられない状態でした。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 幹   番号２でございます。 

申請人、使用借人（落合）は、現在実家で親と同居していますが、結婚を機

に将来親の世話ができるよう実家に近い申請地、畑１筆３７１㎡を、使用貸

人（落合）から借り受け、住宅及び車庫を建築するため、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

は祖父との使用貸借契約によるものでありますので０円、土地造成１１０万
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円、建物施設２，３００万円。費用の内訳として、自己資金３００万円、借

入金２，５００万円。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、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２でありますが、地区担当推進委員より調査報告書を提出いただいてお

りますので、それをもって報告をさせていただきます。 

現地の確認ですけども、４月１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が、使用貸人は現在３世代同居をし

ておりまして、住居が手狭になったことから、使用借人が自己住宅を建築す

るため、土地を貸借することの話がまとまったことから申請を行うものであ

ります。申請地の位置でありますが、国道３１３号線に接し、極東リース真

庭営業所より東へ約７０ｍ離れた農道に面した場所にあります。周囲の状況

ですけども、東と北に田んぼ、西、南に宅地と隣接しております。周辺農地

への影響でありますけども、隣接した農地はありますけども、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３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３でございます。 

申請人、譲受人（市内法人）は、住宅需要の多い申し出地域内において建て

売り分譲に整備する計画を立て、土地を探していたところ、申請地、田３筆

合計１，７３８㎡を、譲渡人（落合）から譲り受けることに合意が得られた

ため、建て売り分譲地に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５００万円、土地造成５００万円、建

物施設９，０００万円。費用の内訳として、自己資金１億円。建ぺい率は、

６棟全体で２９％。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いたします。 
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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３でありますが、同じく調査報告書を提出いただいておりますので、そ

れをもって報告をします。 

現地確認においては、４月１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が、譲渡人は長年にわたり申請地を

維持管理してまいりましたけども、数年前より体調を崩され、みずから耕作

することが困難になっていましたけれども、このたび譲受人と売買の話がま

とまり、譲受人が申請地を取得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、小林製材より西へ約９０ｍほど離れた市道に面した

場所にあります。周囲の状況ですが、東と北が宅地、西が田、南が道路に面

しております。周辺農地への影響でありますけども、隣接した農地はありま

すけれども、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（落合）は、飲食店を開業するため、現在店舗を建築中で

す。店舗に隣接している申請地、田１筆１８５㎡を、譲渡人（市外）から譲

り受け、お客様用の駐車場にするため、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３０万円、土地造成

２０万円。費用の内訳として、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、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 １５番です。 

議案番号４番につきまして、担当推進委員さんが調査を行っておりますの

で、報告いたします。 



－21－ 

現地確認を、３月３１日に譲受人立ち会いのもと行っております。 

転用する事由の詳細ですけども、このたび譲受人はジンギスカンの焼き肉店

を開店することとなり、駐車場用地を探していたところ、同じ集落内の譲渡

人が自宅及び農地を売買することとなり、譲受人、譲渡人、双方話がまとま

り、駐車場用地として申請を行うものでございます。申請地の位置ですけど

も、申請地は谷河内橋より約８００ｍ谷河内集落に入ったところで、農道大

野呂線沿いに面した譲受人の自宅前にあります。周囲の状況ですけども、東

が谷河内集落集会所、西が譲受人の自宅、南が道路、北が民家となっており

ます。周辺農地への影響ですけども、隣接した農地はなく、影響ははないと

思われます。その他指摘事項はございません。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   ９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）は、現在借家に住んでおり、手狭となったため、申

請地、畑１筆３２１㎡を、譲渡人（落合）から譲り受け、住宅及び物置を建

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２０万円、土地造成４００万円、建物施設２，

１００万円。資金の内訳として、自己資金２０万円、借入金２，５００万

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、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、１５番委員さんより説明をお願

いいたします。 

１５番委員 議長。 

議 長   はい、１５番委員。 

１５番委員 １５番です。 

議案番号５番につきまして、去る３月３１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ですけども、譲受人は現在市内のアパートに

妻、子供の５人で住んでいますが、子供が大きくなり、現在の住居では手狭

になったことから、自己住宅を建築するため、現在の住居の近隣で土地を検

討していたところ、譲渡人との話がまとまったことから申請を行うもので

す。申請地の位置ですけども、国道３１３号線、ホンダカーズ総社栗原店の

前点滅信号を南に３００ｍほど入ったところの市道に面した位置になりま
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す。周囲の状況ですけども、東が道、西が市道、南が畑、北が市道となって

おります。周辺農地への影響ですけども、申請地に隣接した農地があります

けども、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

とははないと思います。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。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（落合宗教法人）は、管理している神社に駐車場がなく、参

拝者は路上駐車しているため危険であり、申請地、田１筆６６２㎡を、譲渡

人（市外）から譲り受け、駐車場の整備をするため、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４００万円。資金の内訳として、自己資金４２０万円。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、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 １５番です。 

議案番号６番につきまして、去る３月３１日に譲受人立ち会いのもと、これ

は総代の方に立ち会ってもらいました。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すけども、譲受人は栗原神社で、現在神社と

しての駐車場がなく、秋祭り等祭りごとがあると周辺の道路が混雑すること

から、駐車場用地として近隣の土地を検討していたところ、譲渡人との話が

まとまったことから申請を行うものでございます。申請地の位置ですけど

も、国道３１３号線、セブン－イレブン落合栗原店から市道を南に１００ｍ

ほど行ったところの栗原神社南市道に面した位置になります。周辺の状況で

すけども、東が山、西が市道、南が山、北が市道となっております。周辺農

地への影響ですけども、申請地に隣接した農地はなく、影響はないと思われ

ます。その他指摘事項はございません。よろしく審議方お願いします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号７について、事務局の説明をお願いいたします。 

主 幹   １０ページをお開きください。 
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番号７でございます。 

申請人、譲受人（市内法人）は、建築業を営んでおり、数年前から倉庫が手

狭となったことから仮倉庫で賄っていましたが、経費のことと利便性が悪い

ため、既存の自社倉庫に隣接する申請地、田２筆合計１，３４３㎡を、譲渡

人（市外）から譲り受け、倉庫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、土地購入費

は譲渡人と譲受人が兄弟であるため０円、土地造成４００万円、建物施設

２，０００万円。費用の内訳として、自己資金２，４００万円。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番委員さんより説明をお願い

いたします。 

１番委員  はい、議長。 

議 長   はい、１番委員。 

１番委員  はい、１番です。 

議案番号７番について説明いたします。 

去る４月１日に現地確認とあわせて、譲受人と面談いたしました。 

譲受人は、現在市内に土地を借りて資材倉庫を持っておりますが、事務所と

離れていて、借り入れ賃も高くつき、また手狭になっていることから、義理

の兄に相談し、義理の兄より土地を譲り受け、倉庫を建築するものでござい

ます。位置でございますが、銘建工業大断面工場西詰めより約２５０ｍ南西

に行ったところでございます。周囲の状況ですが、東が市道、西が山林、南

が山林と一部田があります、北が市道でございます。周辺農地への影響です

が、転用は田の一部であり、また田の北側でもあり、日照、通風には影響は

ないものと思われます。また、隣地の承諾あるいは土地改良区の同意もいた

だいておりますので、審議のほどよろしくお願いいたします。その他指摘事

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（市内社会福祉法人）は、申請地、田１筆２，２７６㎡を、

譲渡人（市外）から譲り受け、障害者用の就労支援施設を建築するため、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、土地購入１，７

００万円、土地造成５００万円、建物施設８，０００万円。資金の内訳とし
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て、自己資金１億２００万円。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、この案件は私が担当となっておりますので、発表させていただき

ます。 

現地確認は、４月６日、譲受人（社会福祉法人）の担当者から立ち会いのも

と行いました。 

転用しようとする事由の詳細ですが、譲受人（社会福祉法人）は、津山市や

真庭市等に社会福祉施設を経営され、展開されておりますが、このたび真庭

市中島地区に就労支援施設Ｂ型事業所を計画されております。そこで、岡山

市在住の売り渡し人との間で話がまとまったものでございます。申請地の位

置ですが、ＪＡまにわ直売所きらめきの里の北側道路を挟んで約２０ｍぐら

いのところであります。周囲の状況ですが、東が水路、西は宅地、南は建物

を挟んで県道があります、北は農地となっております。周辺農地への影響で

すが、北側の農地が接しますが、建物は間をあけてつくるという計画のため

に、周辺農地等への影響はないものと思われます。また、進入路は隣接する

南側の建物の土地を譲り受けて、南側から入る予定とのことでありました。

その他指摘事項はございません。よろしく審議のほどお願いいたします。 

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   １１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（美甘）は、現在借家に住んでいますが、古くなり、雨漏り

なども修理してもらえないため、申請地、畑１筆２６６㎡を、譲渡人（市

外）から譲り受け、住宅及び物置を建築するため、転用申請するものです。

農地区分は、美甘振興局からおおむね３００ｍの位置にあることから、３種

農地と判断されます。転用に伴う費用は、土地購入３２０万円、土地造成２

０万円、建物施設１，６００万円。資金の内訳として、自己資金１，９４０

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、８番委員さんから説明をお願い

いたします。 

８番委員  はい、議長。 

議 長   はい、８番委員。 

８番委員  はい、８番です。 

議案番号９についてご説明いたします。 
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４月５日に現地調査を行いました。 

譲受人立ち会いのもとに調査をし、譲受人は今回求める農地に隣接する家に

借家人として居住しておりますが、借家の老朽化により土地を求め、住宅を

建設するものでございます。申請地の位置等ですが、市立美甘小学校正門斜

め右８ｍの市道反対側に位置します。周囲の状況としましては、東が近隣の

人の車庫、西は住宅、南は用水路及び市道、北が市道となっております。周

辺農地への影響は、周辺全てに農地は該当農地以外は全くありませんので、

影響は認められません。その他指摘事項は特にございません。 

以上です。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。 

主 幹   議長。 

議 長   はい、どうぞ。 

主 幹   事務局です、済いません。 

８ページ、番号４の案件ですが、備考欄に記載しております水路及び面部分

４０．５６㎡を控除という記載をしております。こちらの表示につきまして

は、本案件には関係のない情報となります。私の確認不足で申しわけありま

せん。削除のほうをお願いいたします。 

議 長   それでは、備考欄のほうを消してください。 

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１９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１９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２０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。 
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事務局より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２０号について、１２ページをお開きください。 

議案第２０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３１年４月１０日付で公告の予定でございます。 

１件取り下げがありましたので、ご報告いたします。 

２０ページの番号４０１７－１、渡人、受人、勝山、田２筆の利用権設定を

取り下げる旨連絡がありましたので、報告いたします。 

本日上程され……。 

２番委員  何番。 

議 長   ちょっと。 

２番委員  何番言うたかな。 

議 長   もう一度繰り返してください。 

主 幹   失礼しました。 

ページで言いますと、２０ページでございます。 

議 長   番号は。 

主 幹   番号が４０１７－１、渡人、受人とも勝山で、田２筆のものでございます。 

２番委員  ありがとうございました。 

主 幹   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

は、全１６１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。 

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２０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。よろしいか。 

＜「異議なし」の声＞ 

議 長   それでは、異議なしと認めます。 

よって、議案第２０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２１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２２号、

農地中間管理事業法第１８条５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 幹   はい、議長。 

議 長   はい、事務局。 

主 幹   議案第２１号について、２７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２２号について、２８ページをお開きください。 

議案第２２号、農用地利用配分計画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、平成３１年５月２９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。 

全件とも問題のないものと考えます。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。 
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これより議案第２１号、議案第２２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２１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２２号、農地中間管理事業法第

１８条５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、これらに

つきまして、原案のとおり可決されました。 

続きまして、日程８、報告第７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８号、農地転用の制限の例外に

係る届出について、日程１０、報告第９号、農地改良に係る届出について、

日程１１、報告第１０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１２、報告第１１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   ３０ページをお開きください。 

報告第７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２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（八束）で、営農型太陽光発電設備を設置す

る計画で平成３０年４月１０日付で農地法第４条の一時転用許可を得ており

ましたが、平成３１年３月１３日付で取りやめ書が提出されました。取りや

め理由は、当初計画からパネル設置高及び栽培作物の変更によるものです。 

番号２でございます。申請人は（八束）で、営農型太陽光発電設備を設置す

る計画で平成３０年４月１０日付で農地法第４条の一時転用許可を得ており

ましたが、平成３１年３月１３日付で取りやめ書が提出されました。取りや

め理由は、当初計画からパネル設置高及び栽培作物の変更によるものです。 

１ページお進みください。 

報告第８号、農地転用制限の例外に係る届出については、次の４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。田１筆３３１

㎡のうち１００㎡を作業場にするものです。 

番号２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４１９
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㎡のうち１９０㎡を農業倉庫にするものです。 

番号３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２８７

㎡のうち５７㎡を農機具用露天駐車場にするものです。 

番号４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１，５

１６㎡のうち１７５㎡を農機具用露天駐車場にするものです。 

１ページお進みください。 

報告第９号、農地改良に係る届出について、次の１件の提出がありました。

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落合で、田１筆２８７㎡

のうち５７㎡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１０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６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から番号６でございますが、６件とも転用事業者は、広島に本店を置

く認定電気通信事業者です。 

番号１でございますが、所有者及び農地所在地は落合です。田１４９㎡のう

ち４㎡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、所有者は真庭市で、農地所在地は落合です。牧場１

２，２６１㎡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、所有者は市外で、農地所在地は勝山です。田６００

㎡のうち６㎡に、携帯電話基地局を設置するものです。 

番号４でございますが、所有者及び農地所在地は美甘です。畑３６２㎡のう

ち６㎡に、携帯電話基地局を設置するものです。 

番号５でございますが、所有者は市外で、農地所在地は湯原です。田７８９

㎡のうち６㎡に、携帯電話基地局を設置するものです。 

番号６でございますが、所有者は市外、農地所在地は中和です。田８３７㎡

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１１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５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２でございますが、賃借り人、市外、賃貸し人、落合です。農地の所在

以降はお目通しをお願いします。 
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番号３でございますが、賃借り人、賃貸し人、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４でございますが、賃借り人、賃貸し人、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、賃借り人、賃貸し人、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。 

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７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８号、農地転用の制限の例外に係る届出につ

いて、日程１０、報告第９号、農地改良に係る届出について、日程１１、報

告第１０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１２、報告第１１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。 

＜「質疑なし」の声＞ 

議 長   ないようです。 

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、１２番委員。 

１２番委員 ３月１４日に女性農業者意見交換会というのを行いました。これについてご

報告申し上げます。 

この会は、女性農業者というのは男に比べまして意見表明の場というか、意

見交換の場が少ないのが現状ですので、少しでもそれを解決するためにずう

っと過去の方たちがやってきてくださってて、今年で８回目になります。こ

れを今年も３月１４日に実施いたしました。今年は３７名の参加者がありま

した。この中には、新規就農をしておられる若いお嬢さん的農業者の方もお

られて、ちょっと感動をいたしました。また、ことしはご無理をお願いいた

しまして、会長にお出ましいただきましてご挨拶を頂戴いたしました。さら

に、２番委員が応援に駆けつけてくださいまして、それぞれ感謝申し上げま

す。 

内容につきましては、まずは講演で「女性による農業経営と新規就農者支

援」というテーマで、吉備高原ファーム代表の取締役からの講演をいただき

ました。皆さんからご意見やら、アンケートなどもいただいたんですけれど

も、パワーのある経営手法の話に参加者たちっていうのは、自分たちにもも
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しかしていろいろできるんやないかと、そんな意欲と勇気をもらったという

ご意見もいただきました。 

それから、その後意見交換に四、五人のグループに分かれて話し合いをいた

しまして、代表が発表をいたしました。中には大事な意見も出ております。

例えば、農協の共同化工場は加工施設として食品衛生法などの条件が整って

います。これを使わせてもらって農家の加工グループが加工をやっていくこ

とはできないだろうかと、こういう提案をしていきたいとか、それから同じ

く食品衛生法のクリアがなかなかでけへん、農協さん、助けてくださいと

か、教えてくださいとかというご意見もありました。これらにつきまして

は、女性農業委員が意見を聞く会やったんやから、やはり事務局とも相談し

て、どこかにこの話をつないでいくような流れにできないかとご相談申し上

げたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

また、意見の中に新しく農業を始めた人には心を開いて受け入れる気持ちで

親切に接していきたいと、みんなの意識がそうなってるような地域であらん

とこれからの農村は存続していかれへんの違うかと、そういうご意見もあり

ました。これにつきましては、地域の中でそういう意識が醸成できるよう

な、そんな話に事あるごとに私たちも伝えていく、これは女の問題じゃなく

て、地域全体の男も女もみんなが伝えていく必要があることではないかと思

いました。 

こんなふうにして、また来年も実施していきたいと思うんですけれども、女

性たちが活動できる場づくりとして、今後とも委員の皆様のお力添えをぜひ

よろしくお願いしたいと思いました。今日は１７番委員が休んでおりますの

で、私が報告させていただきました。 

以上です。 

議 長   ありがとうございました。 

農業委員さん、女性の方２人が中心になってこの会を引っ張っていっておら

れます。非常に熱いものを感じました。今後も頑張っていただきたいという

ふうに思います。ありがとうございました。 

ほかにはありませんか。 

＜「なし」の声＞ 

議 長   事務局のほうから。 

主 幹   すいません、失礼します。 

そうしましたら、冒頭紹介前にもお知らせさせていただきましたけども、本

日印鑑をお持ちの方おられましたら、後ろのほうの委任状等々に押印して帰

っていただくようによろしくお願いいたします。 

あと、すいません、荒廃調査のときに２番委員と回られた方の名簿が漏れて



－32－ 

いるようです。ちょっと確認が私のほうでできておりませんでした。追加で

作成しまして、可能な限り早急に押印をいただきに訪問等させていただくよ

うにしますので、よろしくお願いいたします。 

以上です。 

議 長   それでは、これで４月総会を閉会したいと思いますが、次回５月総会は５月

１４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４０分 閉会） 

 


