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令和２年 第９回 真庭市農業委員会総会 議事録 

 

１．開催日時 令和２年８月７日（金） 

午前１０時００分から午前１１時３０分 

２．開催場所 本庁舎 ３階 大会議室 

３．出席委員（４３人） 

会長    19番 矢谷光生 

  職務代理  18番 石原誉男 

  農業委員   3番 田中秀樹   4番 小田明美   5番 福島康夫  6番 澤本基兄 

7番 山懸将伸    8番 岡田耕平    9番 武村一夫 11番 池本 彰 

12番 新田 孝  13番 長鉾忠明  14番 妹尾宗夫  15番 中島寛司 

16番 綱島孝晴  17番 松本正幸 

  推進委員 20番 椙原啓二  21番 平 義男  22番 小林和夫  23番 沼本通明 

24番 市本裕司  25番 下山史朗  26番 松下 功   27番 福島史利 

28番 太安隆文  29番 渡邉次男  30番 市  登  31番 綱本郁三 

32番 長尾 修  33番 三村訓弘  34番 高谷明弘  35番 岡 俊彦 

36番 池田琢璽  37番 池田和道  38番 各務和裕  39番 東郷朝夫 

40番 山中正義  41番 池田久美子 42番 井上 達  43番 入澤靖昭 

44番 佐子ゆかり 45番 筒井一行  46番 石田 勉 

４．欠席委員（３人） 

  農業委員   1番 樋口昌子   2番 池田 実  10番 中山克己   

推進委員   無し  

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45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 

日程第４ 議案第47号 農基盤強化法第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５ 報告第19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６ 報告第20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 戸田典宏 事務局次長 下平直勲 主幹 杉井正巳 主事 梶原千裕  
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山本知実 

７．会議の概要 
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（午前１０時００分 開会） 

 

事務局長  それでは、改めまして皆さんおはようございます。 

ただいまから令和２年８月総会を開会いたします。 

まず、会長よりご挨拶をお願いいたします。 

会 長   おはようございます。 

７月３０日には長い梅雨が明けたということでございますけど、以後、非常

に猛暑が続いております。なかなか作業もはかどらないんではないか、そう

いうふうに思っております。盆に近いということで、非常に出荷等にお忙し

い方がたくさんおられるんじゃないかというふうに思います。大変ありがと

うございます。コロナ禍ということで、いろいろと盆の行事にも差し支えが

出てきておるんじゃないかというふうに思いますけど、どのような年になり

ますか、きょうも見守りたいというふうに思います。 

農業委員会のほうもきょうが第１回目の改選後の総会ということで、次々と

利用状況調査等も入っております。非常にお忙しい目をされるんだろうとい

うふうに思います。仕事をしながら、何とか時間を見つけて活動していただ

きたいというふうに思います。各地域での相談会といいますか、今後の日程

を決めることも事務局が申しておりましたように、各地域での活動というの

が非常に大切になってくるというふうに思います。我々農業委員、推進委

員、農業委員会が農業者の代表機関であります。地域の皆さんからの意見等

を吸い上げて真庭市の農政に生かせるように、どうか皆さんの活動をよろし

くお願いし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３名で、１番委員、２番委員、１０番委員でご

ざいます。遅参委員はございません。 

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、８月

総会は成立しております。 

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、以降の議事進行を会長にお願いしたいと思いま

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

指名させていただくことにご異議ございませんか。 
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＜「異議なし」の声＞ 

議 長   それでは、議事録署名委員は、４番委員、５番委員を指名いたします。 

日程２、議案第４５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。 

事務局主事 議長。 

議 長   はい、事務局。 

事務局主事 議案第４５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１１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、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２筆９８４㎡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。 

２２番推進委員 ２２番推進委員です。 

議 長   はい、２２番推進委員。 

２２番推進委員 番号１についてご説明いたします。 

去る７月２９日に譲受人、譲渡人の主人立ち会いのもと、現地調査をいたし

ました。両者の関係は、近所に住む親しい間柄ということです。譲渡人は長

年サラリーマンを続けていたため、農業知識もなく、農業機械も全く持って

おりません。２０年近く、賃借契約により譲受人が耕作してきたものであり

ます。譲渡人に今後も全く耕作の意思がないということなので、今回話をま

とめたということでございます。譲受人の耕作状況等でございますけれど

も、譲受人は８１歳の高齢ということで若干心配があるんですけれども、当

該の田を含め、隣接の田６０アール以上の耕作をやっており、コンバイン、

田植え機、トラクター等、十分な機械を所有しております。自宅から１キロ

というちょっと距離があるんですけれども、農機具庫はこの田の近くに保有

しており、作業に問題はないと思われます。農繁期については妻も手伝うと

いうことから、当面耕作に問題はないものと観察いたしました。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２について、事務局の説明をお願いいたします。 

事務局主事 番号２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、同じ
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く落合の譲受人に、申請農地、畑１筆３４６㎡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、２７番推進委員さんから説明を

お願いいたします。 

２７番推進委員 ２７番推進委員です。 

議 長   はい、２７番推進委員。 

２７番推進委員 去る７月２６日の午前中に譲渡人を訪問しました。地番下方８９３－１です

が、畑なんですが、譲渡人も現状田んぼもあるんですが、田んぼも人にお任せ

して畑をつくっておるだけです。畑が現在ここを入れて４カ所あって、今この

申請地が一番不便なとこで、今現在も草刈りだけをしておって、相手方、工場

の屋敷の駐車場の続きにありますので、何とか買っていただけないかという話

をされたらしいです。それで、そういうことならということで譲受人話に乗っ

ていただいて話がまとまったということです。譲受人も下方地区ではなくて中

地区にお住まいで、そちらに田んぼも５反以上あるということで、今現在作付

もされてますが、仕事柄委託で５反以上の田を全部作付されているということ

です。それで、今現在、天津地区のほうに畑も全然ないんです。ここも畑です

ので、会社のすぐ近くですので野菜をつくったりということはできるのでやり

たいということです。 

以上でございます。 

議 長   ありがとうございました。説明されるときに個人名を出さないようにお願い

します。譲受人とか譲渡人でお願いいたします。済みません。 

２７番推進委員 はい。 

議 長   それでは、番号３について、事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主事 番号３でございますが、落合の譲渡人が、労力不足によりまして、同じく落

合の譲受人に、申請農地、畑１筆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、２７番推進委員さんから説明を

お願いいたします。 

２７番推進委員 続けてさせていただきます。 

議 長   はい、２７番推進委員。 

２７番推進委員 ７月２６日に譲渡人を訪問させていただきました。譲渡人も実家が旧落合町

の吉地区にあって、そこに田んぼ、畑もあるということです。今現在、この申

請地でブドウをつくったりされとったんですが、余りいい結果も出ないし、そ

れとだんだん高齢ということで耕作が大変なので、譲受人のほうに相談を持ち

かけたということで話がまとまって、こういう売却が成立したということで

す。譲受人については番号２と同じことです。 
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以上でございます。 

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。 

事務局主事 番号４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、同じ

く落合の譲受人に、申請農地、田１筆４３２㎡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、２８番推進委員さんから説明を

お願いいたします。 

２８番推進委員 議長。 

議 長   はい、２８番推進委員。 

２８番推進委員 ２８番推進委員です。 

番号４につきまして報告いたします。 

先月、７月２８日に譲受人と電話にて確認、話を行いました。本案件は報告

第１９号に関係し、昨年１１月に農機具駐機場用地として許可されたもので

すが、都合により駐機場を取りやめ、農地、野菜をつくられるということで

す。そして、取得するものです。譲受人の耕作状況ですが、譲受人は畜産農

家であり、家族６人で和牛約３００頭ほどを飼育しており、またその他野菜

など農作業もしております。耕作に関しましては、大型農機具もあり、何ら

問題は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。その他特

に指摘事項はありません。 

以上です。 

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。 

事務局主事 番号５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、畑１筆３７９㎡を、交換によります所有権の移転の申請でございます。

ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、９番委員さんから説明をお願い

いたします。 

９番委員  議長。 

議 長   はい、９番委員。 

９番委員  ９番です。 

議案番号５番につきまして、去る７月２８日に譲渡人立ち会いのもと、現地

確認を行いました。権利移転しようとする事由の詳細ですけども、申請地は

二十数年前に基盤整備事業で譲受人と譲渡人の名義がかわっていたため、こ

のたびもとの名義に戻すために申請を行うものです。譲受人の世帯員及び耕

作状況ですけども、譲受人は現在ひとり暮らしで、田については地域の農業
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法人に貸し付けていますが、その他の所有している農地、主に畑ですけれど

も、畑に関しては市内へ嫁いでいる娘さん夫婦が週に２日から３日帰宅し

て、果樹や野菜等を作付しており、農機具も管理機、草刈り機等を所有して

おり、申請地取得後も何ら問題なく耕作できると認められます。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６について、事務局の説明をお願いいたします。 

事務局主事 番号６でございますが、市外の譲渡人が、労力不足によりまして、落合の譲

受人に、申請農地、田１筆１８７㎡、畑１筆１，２３２㎡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、３０番推進委員さんから説明を

お願いいたします。 

３０番推進委員 ３０番です。 

議 長   はい、３０番推進委員。 

３０番推進委員 権利移転に関する事由の詳細についてご報告いたします。 

譲渡人は以前農業をしていた兄、病死されたんですけども、の実の妹で、兄

に配偶者がいなかったため、兄の資産、土地を含めて引き継ぐことになりま

した。しかしながら、居住地が岡山市で地理的に遠く、本人も事業を、美容

院をやっておられるそうですけども、行っており、水田、畑などを耕作する

のは困難なため、困っていました。譲受人に無償で管理をしていただいてお

りましたが、このほど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。譲受人の耕作状況等について、譲受人は兼業農家であり、譲受人及び

譲受人の父親が主に農業に従事しております。利用権設定も含めて５．１２

ヘクタールとして大規模農家です。トラクターが４台、４２馬力、２３馬

力、１３馬力、１５馬力、田植え機が１台、６条植えです、それからコンバ

インが４条刈が１台、スプレッター１台、動噴１台等、それぞれ所有してお

りまして、効率的な農業をされておりますので問題はないかと考えました。 

以上です。 

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。 

事務局主事 番号７でございますが、勝山の譲渡人が、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６８㎡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、１６番委員さんから説明をお願

いいたします。 

１６番委員 議長。 
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議 長   はい、１６番委員。 

１６番委員 １６番です。 

議案番号７についてですが、去る７月２７日、譲受人に立ち会いをいただ

き、現地確認を行いました。権利移転する事由の詳細ですが、譲受人は長年

にわたり申請地を借りて耕作しておりましたが、このたび譲受人の実家であ

る住宅の権利移転をしようとしたところ、住宅の隣にある譲渡人の申請地の

売買の話がまとまり、譲受人が取得するものであります。譲受人の耕作状況

ですが、譲受人は２人家族で主に水稲、農業に従事しております。また、申

請地の取得後も必要な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。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。 

事務局主事 番号８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、中和

の譲受人に、申請農地、畑１筆４７㎡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、４０番推進委員さんから説明を

お願いいたします。 

４０番推進委員 議長。 

議 長   はい、４０番推進委員。 

４０番推進委員 ４０番推進委員です。 

番号８について説明します。 

権利移転の事由ですが、譲渡人は市外に在住しており、管理が困難であった

が、以前から要望していた友人である隣地の譲受人に売買することになりま

した。譲受人の耕作状況ですが、譲受人はトラクターなど、農業機械を保有

し、現在１２０アールの田畑を耕作しています。田植えや稲刈りは地区で共

同作業を行っている状況です。その他指摘事項は特にありません。よろしく

審議をお願いします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号９について、事務局の説明をお願いいたします。 

事務局主事 番号９でございますが、川上の譲渡人が、相手方の要望によりまして、同じ

く川上の譲受人に、申請農地、畑１筆４，１３０㎡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番委員さんが欠席されており

ますため、４１番推進委員さんから説明をお願いいたします。 

４１番推進委員 議長、お願いします。４１番です。 

議 長   はい、４１番推進委員。 
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４１番推進委員 お願いします。 

議案番号９について、８月２日に譲受人、譲渡人双方に立ち会いをいただ

き、現地調査を行いました。権利移転する事由の詳細についてですが、譲受

人はクリを６０アール栽培されています。もう少し面積を確保したく、隣地

にある譲渡人の土地を譲り受けたいと相談したところ、このたび売買の話が

まとまり、譲受人が申請地を取得するものです。続きまして、譲受人及び世

帯員の耕作状況などですが、譲受人はクリの栽培以外に景観作物、自家用野

菜の耕作に従事しております。休日には息子夫婦が草刈りなど、管理の手伝

いをしています。農機具などを一式所有されていて、申請地取得後も農作業

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などについては問題ないと思われます

ので、審議のほうを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いたします。 

事務局主事 番号１０でございますが、市外の譲渡人が、耕作不便によりまして、八束の

譲受人に、申請農地、田１筆３，１３４㎡、畑１筆９３㎡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、４２番推進委員さんから説明を

お願いいたします。 

４２番推進委員 議長。 

議 長   はい、４２番推進委員。 

４２番推進委員 ４２番推進委員です。 

今月１日、私と前任者の推進委員、それと譲渡人、譲受人、４名で立会いた

しました。譲渡人、譲受人は本家と分家の関係にあり、譲渡人は遠隔地に居

住し、高齢のため、耕作することが非常に困難になったため、譲受人に一部

を貸借していましたけど、このたび売買の話がまとまり、譲受人が申請を行

ったものでございます。譲受人は兼業農家で会社員でございますけれども、

譲受人の両親と奥さんが農業に従事しており、水稲１．６ヘクタール、トマ

ト１０アール、トラクター、田植え機などを所有しており、安定経営が認め

られるものと思います。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１１でございますが、この議案は調査がまだできておりま

せんので次に回したいというふうに思います。 

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。 
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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３条の規定による許可申請書の審議につい

ては、１１番を除きまして原案のとおり可決されました。 

続きまして、日程３、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。 

事務局次長 議長。 

議 長   はい、事務局。 

事務局次長 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７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。 

番号１は追認案件でございます。 

本案件は令和２年１月１０日付、真農委指令第５０１号で農地法第５条第１

項の規定による事業計画変更を許可した市外の特定建設工事共同企業体が岡

山自動車道の橋梁工事に伴い、資材置場、工事用車両の駐車場に使用してい

た農地に関するものです。申請人、賃借人（市外法人）は、岡山自動車道の

上宮地川橋ほか１橋の上部工の工事に伴い、申請地、田１筆１９５㎡を、賃

貸人（北房）から借り受け、作業員の詰所、資材置場、工事用車両の駐車場

に使用するため、一時転用申請するものです。一時転用期間は、令和２年７

月１０日から令和３年１０月３１日となっております。さきに使用していた

特定建設工事共同企業体が請け負っていた工事が令和２年７月１０日に完了

しており、その後、引き続き申し出地を作業員の詰所などとして利用してお

りました。申請人は農地法を理解しておらず、許可を得ないまま駐車場等へ

整備しており、今後このようなことのないよう反省し、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、本体工事

の請負金で対応するとのことです。添付書類として、土地利用計画図、平面
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図、断面図、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、２２番推進委員さんから説明を

お願いいたします。 

２２番推進委員 ２２番推進委員です。 

議 長   はい、２２番推進委員。 

２２番推進委員 番号１についてご説明いたします。 

７月２９日に賃借人の立ち会いのもと、現地確認を行いました。事務局から

詳しいご説明があったんですけれども、本件は岡山自動車道の４車線化の橋

梁工事に伴う作業員詰所、資材置場、駐車場等に利用するものであります。

橋脚工事のために既に許可がおりてたんですけれども、このたび橋梁工事の

ほうに係る会社が使用申請をしたものであります。申請地の位置でございま

すけれども、北房地区の宮地の一番南に位置する狭い谷あいのその一番奥に

ある田んぼでございます。周囲の状況でありますけれども、東は市道を隔て

て山林、西は谷川を隔てて山林、南も谷川を隔てて山林、北は原野というこ

とで山に囲まれた田んぼという感じでございます。周辺農地への影響ですけ

れども、周辺に農地は全くなく、川と道と山林ということで問題ございませ

ん。その他指摘事項はなしということでございます。 

以上、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２について、事務局の説明をお願いいたします。 

事務局次長 番号２でございます。 

申請人、譲受人（市内医療法人）は、現在新設工事中の病院敷地の西北側に

隣接する農地を職員用の露天駐車場として整備する計画に伴い、進入路とな

る市道の道幅を４ｍ確保する必要があり、申請地、田１筆８．８２㎡を、譲

渡人（落合）から譲り受け、道路用地に整備するため、転用申請するもので

す。なお、整備後は市へ寄附される予定です。職員用の露天駐車場の整備予

定地は、議案３ページの番号２の見取り図でいうと３３２－１、３３３、３

３４、３３５－１と、図面では見えておりませんが３３２－１の上側にある

３３０番地となります。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、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、土地購入費５万円、道路敷地造成１００

万円。資金の内訳として、自己資金１０５万円。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
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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、２４番推進委員さんから説明を

お願いいたします。 

２４番推進委員 議長。 

議 長   はい、２４番推進委員。 

２４番推進委員 ２４番推進委員です。 

議案番号２番、現地確認日は令和２年７月３１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についてですが、譲受人は現在新規医療法人の

移転工事を行っており、進入路用地として市道を活用していますが、工事の

安全運行のため、このたび譲渡人との話がまとまり、路肩拡幅を行うもので

す。申請地の位置等についてですが、落合うぐいすプラザの北約１００ｍに

位置したところです。周辺の状況ですが、東は田んぼ、西も田んぼ、南側が

現在の工事用地です、北側も現在は田んぼです。周辺農地への影響ですが、

日当たり、風通し、周辺農地の営農条件、特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。特に問題はないと思

いますが、よろしく審議のほう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３について、事務局の説明をお願いいたします。 

事務局次長 ４ページをお開きください。 

番号３でございます。 

議案の訂正をお願いいたします。備考欄に記載しております追認案件の表示

を削除をお願いいたします。申しわけありません。 

番号３でございます。 

申請人、譲受人（落合）は、申し出地に隣接する土地で家族が衣料用品店を

経営しておりますが、この店舗の駐車場が狭いため、申請地、田１筆４８７

㎡を、譲渡人（落合）から譲り受け、駐車場に整備するため、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１０万円、土地造成１９０万円。資金の内訳として、自己資金２００万

円。添付書類として、土地利用計画図、平面図、断面図、被害防除計画書が

添付されています。申請地周辺に影響を受ける農地はございません。ご審議

方よろしくお願いいたします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、２４番推進委員さんから説明を

お願いいたします。 

２４番推進委員 議長。 

議 長   はい、２４番推進委員。 

２４番推進委員 ２４番です。 



－13－ 

現地の確認ですが、令和２年８月３日に確認を行いました。転用しようとす

る詳細ですが、譲受人は駐車場が手狭なため、新たに近くに土地を探してい

たところ、譲渡人との話がまとまり、申請を行うものです。申請地の位置等

でございますが、ファッションセンターしまむら落合店より北に３０ｍほど

の場所にあり、周辺を住宅、店舗に囲まれた位置に面しています。周辺の状

況ですが、東側が店舗、西側が住宅、南側は住宅、北側が店舗というような

状況です。周辺農地への影響ですが、申請地は周辺を住宅、店舗に囲まれて

おり、本申請は駐車場であり、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、駐車場に転用するための同意を得てい

ます。その他特にございません。審議のほう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。 

事務局次長 番号４でございます。 

大変申しわけありません。こちらの議案の訂正をお願いいたします。備考欄

に記載しております追認案件の表示を削除してください。申しわけありませ

ん。 

番号４でございます。 

申請人、譲受人（落合）は、申し出地に隣接する自己所有の雑種地を建設工

事用の資材置場として利用していますが、手狭となったため、申請地、田１

筆５５８㎡を、譲渡人（落合）から譲り受け、露天資材置場に整備するた

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１５万円。資金の内訳として、自己資金１５万円。添付

書類として、土地利用計画図、平面図、断面図、被害防除計画書が添付され

ています。申請地周辺に影響を受ける農地はございません。ご審議方よろし

くお願いいたします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、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番ですが、７月２９日に譲受人さん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が、譲渡人は水稲をつくってこられました

が、だんだんと水の確保が難しくなりました。野菜等をつくっていました

が、やっぱり水がないので１０年前ぐらいから耕作をやめていました。隣接

した譲受人とお話をしたところ、話がまとまり、このたびの露天資材置場と

しての申請になります。申請地の位置ですが、申請地は県道落合追分線、河
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内線ですね。下見ストア、セブン－イレブンから南に４５０ｍ、譲受人の住

居から約３５０ｍほど離れたところに位置しております。周囲の状況です

が、東、市道、西、水路、南、所有地です、北は高速道路、中国道です。周

辺農地への影響ですが、西側に水路を隔てると２ｍ上に農地がありますが、

高さもあり、影響はないと考えられます。水路には鉄板等を敷き、土等が落

ちないように使用する予定です。その他指摘等はございません。よろしくお

願いいたします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号５について、事務局の説明をお願いいたします。 

事務局次長 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（久世）は、電気工事業を営んでおり、工事用資材等の置場

が必要となりまして、申請地、畑１筆３４１㎡を、譲渡人（久世）から譲り

受け、露天資材置場に整備するため、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４８０万円、土地造成

３０万円。こちらも申しわけありません。資金欄ですが、自己資金「１３０

万円」を「１１０万円」に修正をお願いいたします。資金の内訳として、自

己資金１１０万円、借入金４００万円となります。添付書類として、土地利

用計画図、平面図、断面図、被害防除計画書が添付されています。申請地周

辺に影響を受ける農地はございません。ご審議方よろしくお願いいたしま

す。 

議 長   この案件は私の担当ですので説明をさせていただきます。 

７月２９日に現地調査を行いました。譲渡人と譲受人から話を伺いました。

譲受人は申請地の西側に住宅を数年前に建てられて、現在電気工事の仕事を

して自営をされております。仕事上、資材置場や、それから車をとめる場所

も必要ということで、露天資材置場として業者を介して譲渡人との話がまと

まったものでございます。位置ですけど、久世中学校西側の市道を大宮団地

の方向に約２００ｍほど進んだところでございます。周辺は宅地化が進んで

おるところでございます。周囲の状況でございますが、東は赤線道、西は宅

地、それから南は進入路を挟みまして畑、それから北側は、これも赤線道を

挟んで農地でございます。周辺農地への影響でございますが、一段低い南側

の農地は譲渡人の農地でありますので問題はないということでありまして、

一段高い北側の農地は現在耕作はされておりませんので、周辺農地への影響

はないものというふうに思われます。その他の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。 

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。 
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事務局次長 番号６でございます。 

申請人、譲受人（勝山）は、市営住宅に居住していますが、子供の成長に伴

い、手狭となり、申請地、４６－１番地の田１筆４１７㎡を、譲渡人（勝

山）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。また、申

請人は現在別の店舗にて美容院を営んでおられますが、このたび住宅の建築

にあわせて隣接する申請地、４６－５番地の田１筆４６０㎡も、同じ譲渡人

（勝山）から譲り受け、店舗１棟と来客用、従業員用の駐車場に整備するた

め、転用申請するものです。新築居宅の建ぺい率は２５％。農地区分は、２

筆ともに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

は譲渡人は譲受人の父のため０円、土地造成３００万円、建物施設３，１２

０万円。資金の内訳ですが、借入金３，４２０万円。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、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 長   はい、５番委員。 

５番委員  ５番です。 

現地確認は、令和２年８月２日に譲渡人と譲受人との話を聞きに行きまし

た。譲受人は譲渡人の次男で、現在真庭市組にある市営住宅に居住し、母親

と実家で美容院を経営しています。結婚し、市営住宅も手狭となり、店舗も

老朽のため、自己住宅と店舗の建てかえを考えていたところ、１０年近く耕

作していない父親所有の田があり、家族で話し合いがまとまり、申請を行う

ものであります。申請地の位置ですが、申請地は譲受人の現在の住居から約

３００ｍ離れた場所で、国道３１３号線より５ｍほど入ったところに位置し

ております。周囲の状況ですが、東、西、南は田んぼです、北側は道路に面

しております。申請地に隣接した農地がありますが、本申請は住宅と美容院

店舗であり、日照、通風等に支障を来すことはないと思われます。東と南の

隣接地は譲渡人の土地であり、北は道路面であり、西の隣接地の方、それと

地域の水利組合にも住宅、店舗に転用するための同意を得ております。 

以上のとおり、本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７について、事務局の説明をお願いいたします。 

事務局次長 ６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（市外）は、申請地に隣接する住宅を購入し、永住すること

になりましたが、車庫がないため、住宅所有者が所有する申請地、田１筆１

７４㎡を、譲渡人（市外）から譲り受け、車庫、倉庫を建築するため、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２５万円、土地造成３０万円、建物施設３００万円。資金の内

訳として、自己資金３５５万円。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、４３番推進委員さんから説明を

お願いいたします。 

４３番推進委員 議長。 

議 長   はい、４３番推進委員。 

４３番推進委員 ４３番です。 

調査の報告をさせていただきます。現地確認のほうを８月３日に行ってまい

りました。譲受人が県外の方で、また多忙ということで、地元の不動産担当

者の立ち会いのもと現地確認を行い、事由の詳細については譲受人本人に電

話で伺っております。転用しようとする事由の詳細なんですが、譲受人は譲

渡人が売りに出していた物件の購入を計画しており、申請地はその敷地内に

位置しております。譲受人は夫婦と娘３人で移住を考えており、サロン等を

開く予定であるとのことで、購入物件には駐車場、車庫などがないため、申

請地を駐車場として使用したいため、申請を行うものです。この案件なんで

すけれども、過去、平成２９年に自分が担当したんですけれども、同じ５条

申請で全く同じように物件を購入して同じ場所の申請地を駐車場にしたいと

いう申請があったんですが、それは当時譲渡人の父親が当時の譲受人になる

んですが、その方がその物件に入り引っ越しをする前に亡くなられたという

ことで、その当時、第５条は取り下げということになったのを伺っておりま

す。その詳細については事務局のほうに説明をしていただきたいと思うんで

すが、よろしいでしょうか。 

事務局次長 はい。 

議 長   はい、事務局。 

事務局次長 事業ができなかった理由ですね。 

４３番推進委員 そうです、はい。 

事務局次長 こちらは申請時にいろいろと不動産屋さんを通して協議をさせていただいた

案件です。こちらは当初、空き家を購入された方、今回の譲渡人のお父様に

当たられる方ですけども、この方も空き家を購入してこちらに移住して農業
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をやっていこうというようなことで購入された経過があるようです。その際

にも同じ位置に倉庫を計画したいということで、５条申請を出された案件で

す。しかしながら、事業に着手する前に、家屋は購入済みで転用許可を受け

た後、皆さんご存じだと思いますが、真備の豪雨災害によりまして被災され

て亡くなれておられます。こういった場合、一般的に許可条件に従って取り

止め書の提出を求めることになりますが、私もいろいろ調べさせていただ

き、関係機関、岡山県の農業会議のほうにも意見を求めております。こちら

のほうの許可の流れにつきましては、基本的には許可条件に従って転用事業

が行われないことについて、転用許可を受けた者の責に属さない、やむを得

ない事情があるというふうに考えられまして、このような場合には農地法第

５条の農地転用許可の取り消しは行わず、土地所有者、今回でいう娘さん、

相続者から通常の５条申請を行うことは差し支えないということになります

ので、今回の５条申請を通常の取り扱いとして申請を受け付けた案件です。 

以上です。 

４３番推進委員 ありがとうございました。 

続きまして、申請地の位置等なんですけれども、申請地は国道４８２号線か

ら旭川を渡る宮田橋より西側約３００ｍほど離れた市道に面した箇所に位置

しております。周辺の状況ですが、東、住居入り口を挟んで同住居の物置と

いうか、古い建物があります、西、田、南、市道を挟んで田、北側に住居が

あります。周辺農地への影響は、日照権、水利権ともに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、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。 

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。よろしいですか。 

＜「質疑なし」の声＞ 

議 長   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
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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４、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。 

事務局主事 議長。 

議 長   はい、事務局。 

事務局主事 議案第４７号について。 

７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２年８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７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。 

＜「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５、報告第１９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６、報告第２０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。 
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事務局主事 議長。 

議 長   はい、事務局。 

事務局主事 ９ページをお開きください。 

報告第１９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。 

譲受人（落合）は、露天農機具置場を造成する計画で令和元年１１月１２日

付、真農委指令第５１１号で農地法第５条の転用許可を得ておりましたが、

農機具置場をやめ、耕作をするため、農地として取得するため、令和２年７

月７日付で取りやめ書を提出されました。なお、本総会の議案第４５号、番

号４について、所有権移転を申請し、可決されております。 

１ページお進みください。 

報告第２０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３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、八束、賃貸人、市外です。 

番号２、３につきましては、農地中間管理事業を通しての貸借の解約で関連

しております。 

番号２でございますが、賃借人、市外、賃貸人、市外です。 

番号３でございますが、賃借人、川上、賃貸人、市外です。 

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１９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２０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、意見等が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。 

１２番委員 議長。 

議 長   はい、どうぞ。 

１２番委員 済みません。事務連絡のほうなんですけども、この（２）番なんですが、総
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会への出欠の報告についてということがありますけども、総会案件でありと

いうふうになっとんですが、総会案件がない場合には連絡はよろしいんでし

ょうか。 

事務局次長 済みません、失礼します。案件がない場合は、農業委員さんにおかれまして

は必ず連絡をしてください。推進委員さんのほうで議案、本日していただい

たような報告案件がある場合、調査報告書を送らせていただいて調査をして

いただいたんですけど、やむなく欠席とか報告ができないというときには推

進委員さんもあわせて連絡をいただければと思います。農業委員さんは常に

議決権を持っておられるので、欠席の場合は議案があるなしにかかわらず、

連絡をいただいているところですが、推進委員さんにつきましても調査報告

がある場合は必ず連絡をしていただければということでお願いします。 

議 長   ほかにはございませんか。よろしいですか。 

＜「なし」の声＞ 

議 長   事務局のほうからほかにございませんか。 

事務局次長 失礼します。それでは、総会が終わって、また運営委員会と編集委員会のほ

うをよろしくお願いしたいと思います。 

あわせて、振り込み口座の届け出を、事務所のほうに用意しとると思います

ので、お帰りの際に記入して、印鑑を押して帰っていただければと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

それと、済みません。もう一点、大事なことを忘れてました。利用状況調査

について、説明をさせていただきます。 

事務局主事 失礼いたします。総会前の事務連絡でご連絡をさせていただきました利用状

況調査等の現地確認の実施方法についてご説明をさせていただきます。 

継続の農業委員さん、推進委員さんにおかれましては、昨年度、農作業がお

忙しい中、調査に多大なるご協力をいただきましてまことにありがとうござ

いました。昨年度の調査の結果により、約１，８００名の農地所有者に今後

の利用意向調査を行い、農地中間管理機構へ情報提供を行っております。現

時点で返信があるもののうち、１３７名について、農地中間管理機構に貸し

付けを行いたいとの回答があり、現在登録をあっせんしておる最中でござい

ます。この調査は市内全ての農地が調査対象でございまして、皆様方のご協

力をいただかなくては実施が困難な調査でございます。暑い時期での大変な

作業かと思われますが、何とぞご協力とご理解をよろしくお願い申し上げま

す。 

では、説明に入らせていただきます。 

お手元の資料をご確認ください。現地調査イメージ図と題したホッチキスど

めのカラーの資料と現地調査活動の記録とその記入例、３つの種類の資料を
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お配りしております。 

まず、ホッチキスどめの現地調査イメージ資料をごらんください。 

今回の現地調査ですが、利用状況調査、荒廃農地調査、農地パトロールの３

つの現地調査を兼ねて行います。 

１つ目、利用状況調査ですが、この調査は農地法第３０条で農林水産省で定

めるところにより、毎年１回、その地区にある農地の利用の状況について調

査を行わなければならないと定められているものであります。調査する農地

ですが、耕作をしておらず、遊んでいる、または荒廃に近い農地に対して現

状を判断していただくものであります。耕作中の農地については、調査対象

ではありません。 

２つ目に荒廃農地調査ですが、これは再生可能な農地と再生困難な農地を調

査するものです。 

３つ目に農地パトロールですが、こちらは今回の現地調査の中で違反転用が

疑われるような事例がありましたら事務局へ報告をお願いするものでありま

す。 

具体的な調査方法ですが、２枚目をごらんください。調査の流れを示してお

ります。 

①といたしまして、事務局側で担当していただく調査地区ごとに図面を用意

させていただいております。地図の種類は２種類ありまして、資料４枚目の

別紙１の農地のみに色が塗られた地図と、別紙２の航空写真になります。去

年との違いといたしまして、別紙１の地図と別紙２の地図をそれぞれ別のフ

ァイルにとじておりましたが、別のファイルだと現地確認の際に見にくいと

いうお声を多数いただきましたので、ことしは色塗りの地図の下に航空写真

をつけて１冊とさせていただきました。緑の色が田んぼ、畑がオレンジ、ピ

ンクの太い線が大字境になっておりますので、担当地区内の調査をお願いい

たします。 

次に、②、現地調査を行い、判定基準を参考に図面上に判定を書き込んでい

ただきます。次ページの資料３枚目の別紙３の判定基準を参考に色塗りをし

ている４枚目の別紙１の地図に赤字で判定２、３、４を書き込んでくださ

い。耕作中の農地につきましては利用されておりますので調査対象ではあり

ませんので、何も記載の必要はありません。 

別紙１の地図の見方ですが、黒色の数字が去年の判定結果になります。その

筆の周りを青字で囲んでいます。ご参考ください。そして、赤い斜線です

が、昨年の判定結果が④の農地になります。④の農地は別紙３の判定基準の

ほうにはありませんが、荒廃ぐあいは確実に誰が見ても非農地であり、今後

事務局が現地の写真を撮り、総会にお諮りし、非農地通知を送る対象になり
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ます。黒い斜線が転用、道路、法務局で非農地になっている非農地判定をし

た農地になります。赤い斜線、黒い斜線につきましては、委員さんの調査の

対象ではありませんので現地確認は不要です。 

その判定基準ですが、資料３枚目の別紙３の判定基準の左側に写真が６枚並

んでおります。ちょっと小さくて見にくくて申しわけないんですけれども、

農地を３種類に判定しますが、その判定の参考例です。まず、一番上の２号

遊休農地は、利用程度が周辺農地に比べ劣っている低利用の農地で、目安と

してはトラクターや耕運機で耕起ができるものになります。こちらは図面に

２と記載します。真ん中は１号遊休農地で、現に耕作の目的に供されておら

ず、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地です。目安として

は、ススキやササなど、多年生雑草や木が繁茂し、トラクターや耕運機では

耕起ができないが、重機等では耕起ができる再生可能な農地を言います。こ

ちらは図面に３と記載します。最後、３つ目の非農地ですが、山林や原野と

化しており、再生が困難と認められる農地を言います。こちらは図面に４と

記載します。先ほど申し上げましたが、誰が見ても確実に農地に復元するこ

とが無理な場合は４に丸をして④とお願いします。④につきましては農地台

帳から落とす、消去する作業を進めてまいります。現地を見ていただいて、

この４種類に分類していただきます。 

では、資料２枚目に戻っていただきまして③ですが、違反転用が疑われる場

合は農地パトロールとして報告をしていただきますので、現地調査活動記録

簿に大字何番地違反転用の疑いありと記載していただき、後日、事務局と委

員さんで再度現地を確認し、土地所有者へ何らかの指導をしていただくこと

となります。 

④といたしまして、調査が終了しましたら、地図と活動記録簿を事務局へご

提出ください。現地調査活動記録簿については、記入例を参考にしてくださ

い。ことしの調査につきましては、昨年度の結果を踏まえまして、確認がで

きていない農地があっても、日数を３日と決めさせていただいて調査をして

いただきます。３日間で可能な範囲での現地の確認をお願いいたします。 

⑤としまして、再生困難、④と判定したものについて農業委員会総会に諮

り、非農地とします。後日、土地所有者に農業委員会で非農地と判断された

ため、登記簿の地目変更を進める通知を送りますが、調査後に地区を限定し

て数回に分けて対処いたします。 

この調査の結果を集約し、対象農家へ今後の農地の利用の意向を調査いたし

ます。利用の意向を把握することで中間管理機構への貸付希望を勧め、担い

手に借り受けてもらい、遊休農地の解消につながる可能性もあります。ま

た、再生困難な農地につきましても、非農地化することで市内の荒廃農地の
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減少にもなります。 

なお、事務局への資料の提出期限は９月末とさせていただきます。調査が終

了した方から、随時農業委員会事務局へご提出いただけたらと思います。現

在、７月号の「広報真庭」でこの現地調査の実施を載せておりますが、告知

放送もお盆前後に行いますので、調査はそれ以降でお願いいたします。 

以上で説明を終わらせていただきますが、皆様の調査につきましては、調整

がつく限り事務局も同行させていただきますので随時ご連絡をいただければ

と思います。実際、作業を進めていく上で不明な点やわかりにくいことがご

ざいましたら、事務局へご相談をいただければと思います。 

以上が説明になります。 

議 長   何か質問事項がありましたら。 

７番委員  議長。 

議 長   はい、どうぞ。 

７番委員  昨年の調査を行った結果がここへ載っとんですけど、自分が報告していただ

いた番号が。それで、さっき言われたように各農家に送られて、中間管理機

構等も利用される方がおられるということを言われたんですね。その結果、

フィードバックというのは確認、調査書にはないんですね。 

事務局主事 フィードバック。 

７番委員  要は自分が調べたところの、例えば４番を記入しとったとこには多分送られ

とると思うんですけど、その該当地区の一覧表というのはもらえんのんです

か。 

事務局主事 送った人への一覧表ですかね、回答を含めの。 

７番委員  要は、どういうふうに後がなったかというのが知りたいんです。 

事務局主事 かしこまりました。現在、２番、３番につきましては農地中間管理機構へも

情報提供をして、機構のほうから貸し付けのあっせんのほうを通知させてい

ただいております。④番につきましては、まだ事務局が現地を確認できてお

りませんので、今年度中に１地区でも非農地の通知を送りたいと思っており

ますので、また年度末ごろの総会にて非農地のほうをお諮りしたいと思って

おります。その送った対象と回答というのを、では各地区で参考いただくた

めに、また後日になりますけれども送付をさせていただきます。 

７番委員  それから、もう一点いいですか。 

議 長   はい、どうぞ。 

７番委員  これは今転用が済んだとこを今年度は斜線を引いてわかるようになっとんで

すけど、これはいつ現在のですかね。 

事務局主事 済みません。去年、令和元年１０月までになっております。申しわけありま

せん。 
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議 長   ほかにはございませんか。はい、どうぞ。 

２３番推進委員 この地図は登記上で正しく反映されているものですかね。 

事務局主事 こちらは水田管理システムという営農計画書のシステムから出させていただ

いておりますが、違うことはあります、申しわけないことに違うことはあり

ますので。 

２３番推進委員 じゃあ、その都度、確認をしなきゃいけないというふうになりますか。 

事務局主事 そうですね。お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。 

２３番推進委員 それは振興局でもわかりますか。 

事務局主事 お手数をおかけしますが、電話なりで窓口へ、事務局のほうにお手数をおか

けしますがお問い合わせをいただければと思います。 

２３番推進委員 それと、私の勘違いか、今年度の方針で調査はこのときにするようになって

ましたかね。もう少し遅い期間でするようになってなかったですかね。 

事務局主事 ８月から昨年は１０月末とさせていただいておりましたが、今回は日数を限

定して原則３日ということで、報酬の関係でそういうふうに決めさせていた

だいておりますので、農繁期で大変お忙しい時期とは思いますが、なるべく

９月末までの調査をお願いします。 

２３番推進委員 それは方針に書いてありました。 

事務局主事 そうですね。ごめんなさい。真庭市の広報紙のほうは例年のままで、ごめん

なさい、１１月とさせていただいておりました。大変申しわけありません。 

２３番推進委員 ですよね。その各地区の活動計画についてということで、すり合わせをする

ということがあったんですけれども、何月か前のときに私が質問したときに、

また言ってもらえたら、あのときはずっと後だったんで、別に今すぐ決めなく

てもいいというふうに思ったんですけども、今降って湧いたようにこの３日間

でやりなさいとかというふうになってるんで、その辺を整合性を持ってもらっ

てやっていただかないと、私の中ではそういう動きで思ってたんですけども。

やっぱりその辺をちゃんと年度で計画を立てたわけですから、それに沿ってや

るというふうにしていただいたほうがいいんじゃないかなと思うんですが。じ

ゃあ、何のための方針だったのかわからないですから、提出するためだけにつ

くったんであれば、別にそれはまた個別で計画について話し合う必要も全くな

いと思いますので。一応それで、広報紙もそんなんになっとるし、実際にこっ

ちもするということがあれば、できる範囲の中ではやらせていただきますけど

も、そこはやっぱりちゃんと一貫性を持った形にしていただかないと、その形

を壊されても困りますので。 

議 長   事務局のほうが非常に忙しくて、なかなか１１月末ではちょっと困るという

ことなんで、できるだけ１０月末で何とか対応していただいて、地域の活動

というのはまたその後でもできることがあれば、また計画を練ってもろうて
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もいいとは思うんですけど、調査だけは報告せんといけんということで、期

間がありますんで、そこらはご理解いただきたいというふうに思います。 

１２番委員 済みません。 

議 長   はい。 

１２番委員 ほな、お尋ねなんですけども、調査のほうは盆過ぎからやりなさい、そして

３日間でやってくださいということですね。 

議 長   ３日しか報酬が出んということです。 

１２番委員 だから、３日間でやってくださいと。だから、盆過ぎから取りかかって、３

日間でやりなさいということですね。 

議 長   そうですね。 

１２番委員 それと、あとこの地図なんですけども、もうそれで決まったんならそれで行

けばええと思うんですが、地図のほうの見方をもうちょっとわかりやすく説

明していただけたら、ちょっとようわからんのんですけども、もう一回とり

あえず赤い斜線とか黒い斜線とか、番号が入ってますよね、地図に。これは

結局もう以前調べたとこやから、もう調べなくてもいいということですか、

これは。 

事務局主事 そうですね。記入をしていただくのが、白い地図で農地に色だけついてい

る。 

１２番委員 緑の色と茶色の色がついてますね。緑が水田であって、茶色が畑ですよとい

うことですよね。あと赤い斜線が引いてある分については、これはもう判定

ができとるから。 

事務局主事 そうですね、見なくてもいいところで。 

１２番委員 これはもう見なくてもいいですよということですね。 

事務局主事 はい。 

１２番委員 黒い斜線については、これももう既に転用とか道路とかになってますので見

なくてもいいということですね。 

事務局主事 はい。 

１２番委員 番号が入ってる分については、去年の判定をスタンプして青色で囲んでいる

となっとんですけども、これは４番とか２番とか３番とかというのは。 

事務局主事 それは去年皆さんに現地を確認に行っていただいて、提出いただいた地図を

そのまま反映しております。昨年度の調査時に前回の結果はどうなんだろう

ということが大変多く質問があったので、そのように。 

１２番委員 これが前回、こういうのを判定しとるんで、今回はこの現地調査をするとき

に、これが今後どうなっとるんかということも見てくださいよということで

すか。 

事務局主事 そうですね。そことあと何も囲んでないところは昨年度そのまま農地として
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提出があったところなので、それも含めてということになります。 

１２番委員 じゃあ、番号の２とか３とか４とか書いてある部分についても、以前調べた

とことどういうふうになってますかと。そういうことをことしも調べてくだ

さいよということですね。はいはい、わかりました。 

事務局主事 よろしくお願いします。 

７番委員  済みません。今のお話で、４番のここはもう再生困難なとこという認識で４

番を打っとんですけど、そこをまた行くんですか。もう再生困難で出しとる

分が、もう変わるようなことはないと思うんですけど。 

事務局次長 それは判断してもらったらいいです。調査をされた方で④とされてる方と、

④はもう誰がもう見てもだめっていう判断でお願いしてたんですけど、４だ

け書かれてる委員さんもおられるんですよ。 

４番のところは、昨年の調査のときに誰がどう見ても再生が困難である場所

については４に丸をつけてくださいというお願いをしてましたところ、各調

査員の方で４だけ書かれてる委員さんもおられましたので、基本的には荒廃

農地になってますよというていかれる方もおられれば、４だけど３か４かな

って微妙な方もおられるという、いろいろなパターンで口頭で回答を受けた

りしてる方もおられましたんで、基本的には４は事務局の判断としては行っ

てもらわなくてもいいと思います。④であろうが４だろうが、行ってもらう

必要はないと思います。④を中心に事務局が回っていく計画なんですけど

も、何分筆数も多いので、端のほうから少なからず写真を撮って現地を確認

して非農地に回していこうという計画で考えてます。 

３７番推進委員 議長。 

議 長   はい、どうぞ。 

３７番推進委員 ３７番ですけど、ただ説明を今されよんですけど、どういう形で何を持って

調査をしなさいというのは、新任の方がおられるわけでしょう。継続の方はわ

かりますが。だから、新任の方は今説明をされとることは何をされとるんか。

きちっと説明をするんであれば、それはもとから何を持って、何月何日にはや

りょうるのに、何を調査をしますということをきちっと説明すればいい。 

事務局主事 済みません。説明が不十分で大変申しわけありませんでした。 

先ほど農地法第３０条で決められているということを口頭でしか説明を、ご

めんなさい、させていただかなかったので、先ほど委員さんから説明があっ

た利用意向の回答とその調査結果を一覧で送付させていただく際に、あわせ

て詳細に説明の文章をつけさせていただこうと思います。大変申しわけあり

ませんでした。 

３９番推進委員 済みません。 

議 長   はい。 
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３９番推進委員 この地図に４番というて書いてあるんですが、自分が耕作しとる範囲の４番

という田んぼって、これは直してもいいんですか。 

事務局主事 それは直してください。昨年の調査でそうさせていただいてるんですけど

も、先ほども申し上げたとおり、地図……。 

３９番推進委員 １０年来つくりょうるとこが４番というて書いてあるんですけど。 

事務局主事 それは大変失礼しました。その地図と現状が、地図が、済みません、大変古

いものになるので、現状とは違って、もう目視の確認なので地番も違ってる

こともありますので。 

３９番推進委員 いや、構造改善しとるんで、地図どおりなんですけど。 

事務局主事 それも含めて修正をいただければと思います。 

３９番推進委員 直接関係ないんじゃけど、二川小学校の地目変更というたら、登記がしてな

いんで田んぼで載っとんですけど。 

事務局主事 黒い斜線にはなってないですよね。 

３９番推進委員 いや、全然何もしるしがないんよ。 

事務局主事 失礼しました。 

３９番推進委員 二川小学校で田んぼになっとんですけど。 

事務局主事 失礼しました。 

３９番推進委員 これももう２０年近くになるのに、登記も何もしてないということですね、

ほんなら。そねえなんをわかる範囲で書いたらいいですね。 

事務局主事 よろしくお願いします。 

議 長   はい。 

４番委員  ７番委員さんが言ってらしたことと１２番委員さんが言ってらしたことの続

きです。実際のやり方の問題です。ここに書いてある分の２と３について

は、去年調査をしましたから確認はしたけれど、もう一回するんですね。も

う一回するんやけど、２、３についてはおっしゃってたようにフォローとい

いますか、あと調査で何か通知を出さはったんですね。その一覧表がきっと

来るんですね。ですから、それを確認して、あっ、私が出した２のやつの名

簿がこななってる、この地図ではこうなってると、その両方を確認して見に

行きたい気分がありますね、あります。ですから、盆が過ぎて行ったらええ

というときまでに、ぜひその名簿をいただきたいと思うんです。わかりま

す。自分が行ったとこをもう一回行くんやから、その結果、どんなことをし

はって、その人がどんな返事をしたんか、知った上で行きたいんです。ほん

で、それ以外のところは、これは再調査なんですね、毎年毎年行くとこやか

ら。ぜひそれを、２と３についてはよろしくお願いいたします。 

事務局次長 今４番委員さんから言われたのは、結局２番、３番について意向調査を実施

します、その返ってきた内容を情報として提供してほしいということですよ
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ね。 

４番委員  ７番委員さんがおっしゃったんはそういうことでしたね。 

事務局次長 済みません。申しわけないです。じゃあ、ちょっと訂正させていただきま

す。意向調査、昨年２番、３番。 

これから郵送するのが１，８００。蒜山が９００、６００か。昨年２番、３

番で２，５００件ぐらいありました。いろいろ業務の進捗ぐあいで大変申し

わけないんですけども、昨年度の年度中に送れたのは蒜山地区だけですの

で、蒜山地区については２番、３番の意向調査ということで調査票を送って

回答が来ております。それについてはまとめることは可能ですが、北房地区

から湯原、美甘地区まではこれから送ります、８月中に送る計画です。なの

で、意向調査結果はまだ何も反映できておりませんので、２番、３番の筆、

番地ぐらいの情報は出せますけども、意向は今現在何も集約できていない状

態です。 

４番委員  ７番委員さんがおっしゃったん、それがこれやったん。 

事務局次長 それが欲しいんですよね。 

４番委員  だから、そう思ったんです。ないんやったらないで、しゃあないからええん

ですよ。あるんやったら調査までに知りたいと、そういう意味ですね。 

事務局次長 済みません。理解がうまくできてなくて申しわけないんですけども、という

ことで２番、３番の意向調査結果についてはまだ今情報がありませんので、

済みませんが提供できないということになります。 

４番委員  だから、去年行ったとこをもう一回行くと、もうそない思って行ったらいい

んですね。 

事務局次長 そういうことです。３日間しかありませんけども、可能な限り行っていただ

いたもので今年度の調査ということで集約させていただくということでお願

いしたいと思います。 

議 長   ほかにはございませんか。 

２７番推進委員 ごめんなさい。 

議 長   はい、どうぞ。 

２７番推進委員 新任ですので、先ほどから言われとることが理解できないことがいっぱいあ

るんで申しわけないんですけども、再確認させてください。とりあえず、今い

ただいとる資料を、私は木山、日野上、下方の担当になっとんですけど、この

担当を私個人で見て回ったらいいわけですね、担当地域を。それで、赤の斜線

のとこは見なくていい。それと、黒の斜線も見なくていいということですね。

ということは、２番、３番、４番を確認に行ったらいいということですかね。

２番、３番が進行してないか、４番はもうだめなら丸をつけると。 

事務局主事 質問なんですけれども、担当の地区があって調査をしていただくのを前回の
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２０日に決めさせていただいたと思うんですけれども、その担当地区の範囲

を行っていただくことになります。 

２７番推進委員 それが個人、私が見て回ったらいいわけですね。 

事務局主事 その判断が難しい場合には、その同じ地区の推進委員や農業委員さんと一緒

に、事務局も問い合わせがあれば出向きますので。 

２７番推進委員 それは１回見てみんとわかりませんよね、判断が自分で見かねるとかという

のは。 

事務局主事 そうですね。１回見ていただかないとわからないこともあります。 

２７番推進委員 それで、この日程が３日間というのは８月、それは私が聞き漏らしとんです

が、８月何日って言われましたか、お盆過ぎ言われましたか。 

事務局主事 お盆過ぎまでにＭＩＴの夜の告知放送を依頼させていただきますので、帰省

する方にも広報できるように、その時期を。 

２７番推進委員 ほんなら、もしおられなくても帰省されとったら、その確認をしてというこ

と。 

事務局主事 なるべく。 

２７番推進委員 お盆の範囲で。 

事務局主事 お盆の範囲ではないんです、ごめんなさい。調査期間としては、またその放

送があった以降にしていただくことになります。 

２７番推進委員 ほんなら、ＭＩＴの放送があって、その後に行ったらいい。 

事務局主事 はい。 

２７番推進委員 ほんなら、日にちとしては別に何月何日とかというのは決まってはないわけ

ですね。 

事務局主事 そうですね、ごめんなさい。今明確には言えません。 

８月のその放送があってから９月末までで３日間。 

２７番推進委員 ３日間、どっかでこれは自分の都合のええ日に行ったらええんですね。 

事務局主事 そのとおりです、済みません。 

先ほどの調査の２、３、４番を見ればよろしいかということだったんですけ

れども、２、３、４があくまでも去年の結果になっておりますので、それ以

外で塗っていないとこの農地か、もしくは見てないところになりますので、

一概にその２、３、４だけ見ればいいというわけではないんです。 

２７番推進委員 結局、今この茶色のとか、青いところ、これもこの時点では耕作してること

になっとんですけど、それがなってないところも確認しなきゃだめということ

ですね。 

事務局主事 おっしゃるとおりです。地図上で色があるところは農地……。 

２７番推進委員 一応見て回るということですね。 

事務局主事 そうですね。可能な範囲で見ていただくということになります。 
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２７番推進委員 わかりました。ありがとうございます。 

事務局主事 あと済みません。黒の斜線と赤の斜線の見方がわからないということがご質

問でありましたので、いま一度ご説明させていただきますと、別紙１の色だ

けの地図、航空写真じゃないほうの右下のほうに書かせていただいておりま

すが、赤が今後事務局が確認しに行くところ、黒色がもう既に農地ではない

ところなので、もう農業委員さん、推進委員さんには調査いただかなくてい

いところになりますので、赤色と黒色のところはもう行かなくてもいいとい

うところになります。 

２７番推進委員 それ以外は大体していくように。 

事務局主事 そうですね、可能な限りで。 

２７番推進委員 わかりました。 

議 長   ほかにはございませんか。よろしいですか。 

＜「なし」の声＞ 

議 長   できる限りということで調査してください。お願いします。 

ほかにはよろしい。 

事務局次長 いいです。 

議 長   きょうは改選になって最初の総会ということで、改選時にはきょうの夕方、

懇親会をずっと持っていたんですけど、今回はこういうコロナのことで全体

の懇親会を持てませんので、またそれができる時期になったら、皆さんとま

たともに懇親もしたいと思いますんで、きょうのところはよろしくお願いし

たいというふうに思います。 

以上です。 

それでは、これをもちまして８月総会を閉会したいというふうに思います。 

９月総会は９月１０日木曜日の午前１０時からですので、よろしくお願いい

たします。 

（午前１１時３０分 閉会） 

 


