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７．会議の概要
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主幹

杉井正巳

主事

梶原千裕

（午前１０時００分
事務局長

開会）

ただいまから令和３年１月総会を開会いたします。
まず、会長よりご挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いします。

会

長

皆さん、改めまして明けましておめでとうございます。
今年は例年の年とは違うような新年を迎えられたというふうに思います。年
末からかなり寒波が来まして、積雪もかなりありました。また、こういうコ
ロナ禍の中で家族一同で新年を迎えるということができなかった方が多かっ
たのではなかろうかというふうに思います。コロナのほうが本当に緊急事態
宣言が出るようなことになってまいりました。こちらもどのようになるか、
先行きが分からないままですけど、農業関係におきましてもかなりの影響が
出ているんだろうというふうに思います。寒波等もありまして、野菜価格も
かなり変動をいたしました。今後、米を含めまして、どのような価格の変動
があるんかというところが我々農業者としては何か心配になるところではご
ざいます。国のほうはこういうときこそ、結局、食をしっかりとやっぱり作
っていかなければならないと、安心して提供していかなければならないとい
うことだろうというふうに思います。
昨年はコロナの影響で輸入制限等もありまして、やや不安定な面もございま
した。自給率が今３８％ということでございますけど、４５％までには上げ
ていきたいというような目標もできております。しっかりと農業者はそれを
感じてやっていかなければならないというふうに思います。また、市のほう
も年末に第２次の総合計画ということで改訂を行いました。農業関係をしっ
かりとやっていただけるものというふうに思っております。しかし、しっか
り皆さんの意見等、また地域の皆さんの意見を農業委員会は出すところだろ
うというふうに思っております。また、権利等も検討していったらどうかと
いうふうに思っとりますんで、よろしくお願いしたいというふうに思いま
す。いろいろと農業委員、推進委員の仕事は多いわけでございますけど、地
域の話をしっかりと聞きながら、この活動に生かしていければというふうに
思っておりますんで、どうか１年間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、１３番委員、１５番委員より、その旨
通告がありましたのでご報告いたします。ただいまの出席委員は１９名中１
７名で定足数に達しておりますので、１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、以降の議事進行について会長にお願いしたいと思
います。どうぞよろしくお願いします。
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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、１４番、妹尾宗夫委員、１６番、綱島孝晴委
員を指名いたします。
日程２、議案第１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

はい、事務局。

長

事務局主事

議案第１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４件でございます。農地法第３条第２項の各号
におきましては、申請書によって審議しました結果、全件とも該当しないた
め、許可要件の全てを満たしていると考えます。
番号１でございますが、市外の譲渡人が、相手方の要望によりまして、北房
の譲受人に、申請農地、畑１筆２８０㎡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、２３番推進委員さんから説明を
お願いいたします。

２３番推進委員
議

長

２３番推進委員

２３番。
はい、２３番推進委員。
それでは、番号１について確認方報告をさせていただきます。
譲渡人と譲受人とは電話でお話をしまして、現地確認は１２月３０日に譲受
人の奥様と推進委員と私で行いました。権利移転する事由の詳細ですけれど
も、譲渡人は譲受人と同じ地域に居住しておりましたが、現在は県外に在住
しております。その当該地については、長年にわたり譲受人の親の代から預
かって管理、耕作をしております。譲渡人は高齢でもあり、もう地域に戻っ
て耕作する意思もありませんし、それから譲受人のところも親の代から代わ
って次のこの受け人のところにいろいろ譲渡する関係で、ここで決着をつけ
ておきたいということもありまして、譲受人の親から要望を受けたというこ
とで売買が成立したということであります。譲受人の耕作状況等についてで
すけれども、譲受人はトラクターなどの農機を所有しており、約７反の農地
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を効率的に耕作しておられます。当該地は十分に管理、耕作をされておりま
すので、引き続き自ら耕作すると見込まれます。その他指摘事項はございま
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、市外の譲渡人が、落合の譲受人に、申請農地、田１
筆４１８㎡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、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

はい、８番委員。

長

８番委員

８番です。
この件につきましては、譲渡人は兄の急死によって当該地を遺産相続したの
ですが、県外に居住しておりまして耕作できないためにいとこの配偶者であ
る譲受人に贈与するものであります。譲受人は居住者のいなくなった実家の
農作業に現在従事しておりまして、また退職年齢に近くて、退職後の仕事と
しての農業の拡充を考えております。農機具は実家のものを使用するほかは
田植機、コンバイン等は持っておりませんが、当面作業委託を続ける予定で
す。といったような状況でありまして、所有権移転に関しまして３条の２項
に抵触する部分はありません。
以上です。

議

長

ありがとうございました。
続きまして、番号３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３でございますが、共有名義、市外、久世の譲渡人が、相手方の要望に
よりまして、勝山の譲受人に、申請農地、田２筆２，１０６㎡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、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。

議

はい、１６番委員。

長

１６番委員

１６番です。
議案番号３についてですが、昨年１２月２７日に譲受人に立会いをいただ
き、現地調査を行いました。譲渡人につきましては、電話で確認いたしまし
た。譲渡人と譲受人は近所同士でしたが、現在は岡山と久世で生活していま
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す。譲受人は長年この農地を耕作していましたが、譲渡人、相方ともに耕作
する意欲がなく、このたびこの話がまとまったものです。譲受人の耕作状況
ですが、譲受人は兼業農家で、現在所有している農地は全て耕作を行ってお
り、農業機械も一通り所有しております。申請農地の取得後も農作業に従事
すると認められます。その他指摘事項はありません。よろしくお願いしま
す。
議

長

ありがとうございました。
続きまして、番号４について事務局の説明をお願いいたします。

事務局主事

番号４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、勝山
の譲受人に、申請農地、田１筆１，８１３㎡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、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。

議

はい、１６番委員。

長

１６番委員

１６番です。
さっきの議案番号３と同じ人物でございますが、現地確認は昨年１２月２７
日に譲受人とともに現地調査を行いました。譲渡人と譲受人は近所同士でし
たが、現在は岡山で生活しております。譲受人は長年この農地を耕作してお
りましたが、譲渡人は耕作する意欲はなく、このたびこの話がまとまりまし
た。譲受人は兼業農家で、現在所有している農地は全て耕作を行っておりま
す。農業機械も一通り所有しており、申請農地の取得後も農作業に従事する
と認められます。その他指摘事項はございません。よろしくお願いします。

議

長

それでは、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１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。
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よって、議案第１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２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。
事務局主幹

議長。

議

はい、事務局。

長

事務局主幹

議案第２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１件でございます。
番号１でございます。
２ページをお開きください。
番号１は追認案件でございます。
申請人（北房）は、自宅前に農業用倉庫を所有しておりますが、事業の拡大
により手狭となったため、テント倉庫やビニールハウスなどの農業施設用地
として利用する目的で、申請地、田１筆８５３㎡の整備を行っておりまし
た。申請人は農地法を理解しておらず、許可を得ないまま整備しており、今
後このようなことがないように反省し、てんまつ書が添付されております。
農地区分は１種農地と判断されますが、１種農地の例外許可基準、住宅その
他申請に係る周辺の地域において居住する者の日常生活上または業務上必要
な施設で、集落に接続して設置されるものに該当すると思われます。転用に
伴う費用は、土地造成３６０万円、建物施設１２０万円。費用の内訳とし
て、自己資金４８０万円。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、てんまつ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
議

長

２２番推進委員

２２番推進委員です。
はい、２２番推進委員。
現地確認は１月８日に申請人立会いの下、実施いたしました。転用しようと
する事由の詳細、事務局のほうからご説明があったとおり、申請人は農業事業
を拡大するという目的で自分の田を埋め立て、テントハウスを設置したもので
あります。申請人の状況ですけれども、自宅分と委託分を含めて約４０町分に
相当するもみの乾燥ともみすりを行っております。今後の見通しで効率化と事
業拡大を目的として８基あった乾燥機にさらに大型の３基を設置するというこ
とで、自宅に近い田を埋め立ててテントハウスを設置して乾燥機を設置したも
のであります。追認案件となった理由なんですけれども、この物件だけでなく
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って、近くにイチゴのビニールハウスなんかを作ってるんですけれども、ビニ
ールハウスなんかは手続が不要であったということで、この案件についても非
常に安易に考えて不必要という考えで、この申請を怠ったと。この案件につき
ましては、実は昨年夏、農地パトロールで見つけて指摘したものであります。
申請地の位置ですけれども、北房の境地区の集落に隣接する田であります。周
囲の状況ですけれども、東は田、西は畑、南は民家、北は田であります。周辺
農地への影響ですけれども、この埋立てにつきましては本格舗装をしておっ
て、建物としては背の低いテントハウスなので、排水とか日照の問題は今後一
切ないと思います。その他の指摘事項ですけれども、今後は事前に農業委員に
相談するよう忠告してまいりました。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

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２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２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３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

はい、事務局。

長

事務局次長

議案第３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。
３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（久世）は、現在アパートで生活していますが、子供の成長
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に伴い、手狭になったため、申請地、畑１筆１８４㎡を、譲渡人（落合）か
ら譲り受け、住宅を建築するため、転用申請するものです。農地区分は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
受人の祖母のため０円、土地造成２００万円、建物施設２，３３０万円。資
金の内訳として、借入金２，５３０万円。建蔽率は３３％。添付書類とし
て、土地利用計画図、平面図、立面図、断面図、構造図、被害防除計画書が
添付されています。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、８番委員さんから説明をお願い
いたします。

８番委員

議長。

議

はい、８番委員。

長

８番委員

８番です。
本件につきましては、譲受人は譲渡人の孫で、現在は久世のアパートに住ん
でいるのですが、住宅建設を計画しまして、譲渡人が高齢でもあり、独り暮
らしであるというようなことを考慮しまして近隣の当該地へ住宅を建築して
移住するものです。申請地の位置は、ＪＡまにわの統括本部の南西に近隣す
るところでして、国道３１３号線と西河内川の接点の付近になります。東が
多目的広場、地域の多目的広場として使われております、西が道路、南が備
中川、北が国道３１３号といったような状態です。周辺農地への影響です
が、考えられません。排水につきましては、国道３１３号の側溝を経て備中
川へ出るというような状況です。
以上です。

議

長

ありがとうございました。
続きまして、番号２について事務局の説明をお願いいたします。

事務局次長

番号２でございます。
申請人、譲受人（落合）は、平成３０年７月の大雨による自宅への土砂流入
により半壊し、現在は仮設住宅で生活しているため、自宅の近隣で安全な場
所で家族が生活できるよう、申請地、田１筆４９２㎡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しています。転用に伴う費用は、土地購入６
０万円、土地造成１，０８７万円、建物施設３，９６７万円。建蔽率は２
７％。資金の内訳として、自己資金６１４万円、借入金４，５００万円。添
付書類として、土地利用計画図、平面図、立面図、断面図、構造図、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
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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。

２９番推進委員
議

長

２９番推進委員

議長、２９番推進委員です。
はい、２９番推進委員。
議案番号２番につきましては、去る１２月２６日に譲受人立会いの下、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、先ほど説明があった
ように、平成３０年７月の水害で建物が流され、土地まで山崩れで失ったもの
です。再建不能となって、余儀なく借家生活を送っているところでございま
す。近隣に宅地を探していたところ、同地内の人より長年休耕田で草刈りばっ
かりで管理しておる田んぼを譲り受ける話がまとまりまして、住居の建築地と
して申請するものです。申請地の位置ですが、国道１８１号線上河内宿地内に
信号機がありまして、河内郵便局の前を市道の東谷線北へ約３５０ｍ上った地
点でございます。周囲の状況ですが、東は２ｍあまりの作業道、作業道を最近
造ってかなり広い道がついております。西側は市道の東谷線、南側、これは今
建物の持ち主の休耕田なんですが約１反あまり、まだ休耕のまま、草刈りばっ
かりの管理をやっております、空き地となっております。北側は約２．５ｍほ
どの作業道と並びに東谷川が流れております。周辺地への影響でございますけ
ど、東西が小高い山が連なっておりまして、かなり谷間の田園地であります。
この申請物件によって日照及び通風等、支障を来すことはないと思われます。
以上のとおり、本案件について転用はやむを得ないと考えました。周辺農地
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。
申請人、譲受人（落合）は、現在アパートに住んでいますが、子供の成長に
伴い手狭になったため、将来親の世話をすることなどを考え、申請地、畑２
筆合計２４８㎡を、譲渡人（落合）から譲り受け、住宅及びカーポートを建
築整備するため、転用申請するものです。
見取図右側の地番の修正をお願いいたします。７３８番地と１９５－１番地
の記載が逆になっていますので、大変お手数ですが、議案の修正をお願いし
ます。申し訳ありませんでした。
住居建築予定地は１９５－１番地のほうで、カーポートの整備予定地は７３
８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
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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しており
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２００万円、建物施設２，９００万円。資金の内訳として、
自己資金４００万円、借入金２，７００万円。建蔽率は４０％。添付書類と
して、土地利用計画図、平面図、立面図、構造図、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、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
議

長

３０番推進委員

議長、３０番推進委員です。
はい、３０番推進委員。
番号３番の案件なんですけども、確認は令和２年１２月２８日に行ってまい
りました。譲受人は結婚を機に市内のアパートに住んでおりましたが、このた
び譲渡人である両親と同居することにしました。しかし、両親の家は大変手狭
で子供も誕生したこともあり、両親の住居の隣に住居及び車庫を建築するため
に申請を行うものです。申請地の位置でございますけども、申請地は譲渡人で
ある両親の住居の東側に隣接した場所にあります。周囲の状況は、東側は道路
と畑、西側は両親の家、南側は道路、北は両親の倉庫というような位置取りに
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東側
のみで、しかも両親の自家用家庭菜園場です。また、申請されている土地につ
きましては一般的な個人の住宅でありますんで、日照、通風等に支障を来すこ
とはありません。また、地域の水利組合にはこの住宅に転用するための同意を
得ております。その他指摘事項については、これといった指摘事項はありませ
ん。
以上であります。

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。
申請人、譲受人（蒜山）は、自動車整備工場を経営しており、工場周辺の土
地を車両置場などで使用していますが手狭となったため、工場に隣接する、
申請地、田１筆２９６㎡を、譲渡人（市外）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、申請に係る農地からお
おむね３００ｍ以内に市役所の支所があることから３種農地と判断されま
す。転用に伴う費用は、土地購入１０万円。資金の内訳として、自己資金１
０万円。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
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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、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

４０番推進委員

議長。
はい、４０番推進委員。
４０番推進委員です。
議案番号４について、去る令和２年１２月２６日に譲受人、農業委員さんと
推進委員と３人で現地確認いたしました。現在、譲受人は車の修理工場を営
んでいますが、資材置場が手狭になったことから近隣の土地を探していたと
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。また、譲渡
人とも１２月２５日に電話で確認が取れております。申請地の位置でござい
ますが、申請地は譲受人の修理工場の隣であり、蒜山振興局の中和出張所か
ら約３００ｍほど東側に位置しております。周囲の状況ですが、東側は修理
工場であり、西は田んぼです、南側も田んぼです、北側は市道です。周辺農
地への影響ですが、申請地に隣接した譲渡人所有の農地がありますが、露天
の資材置場なので何ら支障はありません。問題はないと思いますので、何と
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。
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３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３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４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

議長。

議

はい、事務局。

長

事務局次長

議案第４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。
５ページをお開きください。
番号１でございます。
本案件は、譲受人（久世）が、住宅用地として転用するため、平成２６年５
月２９日付、真農委指令第５０５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。変更理由でありますが、申請地は当時の許可を
受けた後、造成工事のみ完了していましたが、諸事情により工事を中止しま
した。このたび、改めて工事を開始するため、金融機関に資金融資の相談を
行ったところ、融資を受けるために土地の所有権移転が必要になり、当初許
可を受けていた権利設定について使用貸借権から所有権移転へ変更申請する
ものです。併せて、建築面積について若干の変更もあり、当初の建築面積５
９．５０㎡から５９．７５㎡となりますが、建蔽率は４７％となり問題はあ
りません。変更後の建築計画について、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おります。転用に伴う費用は、建物施設２，５
００万円。資金の内訳として、借入金２，５００万円となります。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、３３番推進委員さんから説明を
お願いいたします。

３３番推進委員
議

長

３３番推進委員

議長。
はい、３３番推進委員。
３３番推進委員です。
番号１番につきましては、去る１２月２６日に譲受人、譲渡人、双方立会い
の下、現地確認を行いましたので報告いたします。転用しようとする事由の
詳細ですが、この申請は平成２６年に住宅建設用地として許可を受けた案件
でございまして、譲渡人の隣に建設することにしておりました。譲受人と譲
渡人とは親子関係でありまして、当時は使用貸借契約での計画で事業を展開
しておりまして、造成工事まで進めておりましたが、息子さんであります譲
受人の仕事等のいろんな事情が重なりまして中断せざるを得ないということ
でそのままになっておりました。このたび、改めて住宅の建築を再開すると
いうことで金融機関のほうへ資金の融資の相談に出かけていったところ、融
資条件として所有権移転が必要ということになりましたために、当初許可を
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いただいておりました使用貸借権から所有権移転に変更するものでございま
す。また、事業を再開するに当たり、施工業者も代わったこともありまして
計画の見直しをしたところ、当時より若干の建築面積の変更があったという
ことで併せて事業変更するものでございます。申請地の位置ですが、申請地
は久世インターチェンジから北に約２００ｍほど入った集落内に位置してお
ります。周囲の状況ですが、東は田、西は宅地、南は田、北は田でございま
す。周辺農地への影響ですが、申請地には隣接した農地がありますが、東と
南の田んぼは譲渡人が所有する農地であり、北側の農地は申請地より高台に
位置しております。また、所有者からも承諾を得ております。この建築に係
ります住宅は一般的な個人住宅の建築物であるため、今後の日照、通風等で
周辺農地に支障を来すことはないと思われます。その他指摘事項はありませ
ん。
以上のとおり、本案件につきましては事業変更はやむを得ないというもので
あり、周辺農地への影響も問題ないと思われますので、ご審議方よろしくお
願いいたします。
以上です。
議

長

ありがとうございました。
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４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４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５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。
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議

長

事務局主事

はい、事務局。
議案第５号について、６ページをお開きください。
議案第５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３年１月１３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５８
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

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５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５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、議案第６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８、議案第７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

はい、事務局。

長

事務局主事

議案第６号について、１２ページをご覧ください。
議案第６号、農用地利用集積計画の決定について。
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。
－15－

続きまして、議案第７号について、１３ページをお開きください。
議案第７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３年１月１４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。
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６号、議案第７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６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７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９、報告第１号、農地改良に係る届出について、日程１
０、報告第２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
用届出について、日程１１、報告第３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

はい、事務局。

長

事務局主事

１４ページをお開きください。
報告第１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。
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１ページお進みください。
報告第２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
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。
１ページお進みください。
報告第３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２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。
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１号、報告第２号、報告第３号について、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

ないようでございます。
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。

２３番推進委員
議

長

２３番推進委員

いいですか。
はい、どうぞ。
２点あります。
１点目は、真庭いきいき農林業者のつどいということで、こういうご時世で
すので参加は難しいということですけれども、課長のほうから本来は全員に
行っていただきたいんだということがありましたし、農業委員会憲章の趣旨
に対して、ぜひこの中身について情報提供をお願いしたいんです、事例発表
のところについて。そういったことがあると、また広げる部分で役立つかと
思いますので、それを１点お願いしたいということと、もう一点は採決の件
ですけれども、採決の方法というのはあるにもかかわらず、下の簡易採決を
やってるということの、なぜそうしてるかというのをもう少し詳しくお話が
聞けたらなというふうに思うんですけれども。

事務局長

ありがとうございます。
いきいき農林業者のつどいについてなんですけれども、もう委員おっしゃら
れるとおりでございます。それで、特に真庭高校の学生さんについては今年
全然発表の機会がなかったんですよね。そういったこともあって、ぜひ先生
のほうもやらせていただきたいというふうなことがありました。そういった
こともあって、ＭＩＴに取材をしていただいて、この発表の模様をぜひ多く
の方に見ていただきたいということでテレビで流すような予定をしておりま
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す。そういったこともありまして、まだそういった放送日だとか、そういっ
たものも決まりましたら、皆さんのほうにお知らせのほうをさせていただけ
ればなというふうに考えております。ありがとうございます。高校生が一生
懸命練習だけ今されてるということですので、ぜひその発表の機会を設けた
いなというふうに思っております。
事務局次長

まず、採決方法について経過というのははっきり分かりかねるんですけど
も、簡易採決のほうを採用してるというのは、議案何々につきまして、今皆
様から何か意見がありましたら、そこの部分の意見をお聞きして質疑をした
上で採決に諮る、通常の採決方法よりはより丁寧な形かなと思っておるとこ
ろですが、どうでしょうか。

２３番推進委員

私が思うのは、その議決するという意味合いでと責任を取るということにな
ると、ちゃんと意思表示を、異議なしという声で何も言われてないということ
は何もないんだろうというふうに理解をして、そのようにされてるんだと思い
ますけども、意思表示をされたらいいのかなという思いでそうしただけで、な
ぜなのかなというふうに思ったので。もし、そういう形でするのであれば、や
はりこの規則自体もそのようにしないと、私なんかはよく分からないですけ
ど、ここに方法があるのに何でこんな形でしてるのかなというふうには思って
しまうものですから。この規則の中で見ると、今現実で運用していることと違
うことというのは結構あったりしますので、例えば呼称なんかについて言う
と、それから発言のときでもこれを見ると「挙手をして自己の議席番号また
は」というのがあったりですね。事務局の方は番だけ言わなきゃいけない、唱
えなさいというふうに書いてあるんです。実際には、そういう運用をされてな
いところもありますし、例えば議事録の記載事項のところを見ると、３４条の
７を見ると、「会議に付した事件及びその結果」というような、事件というの
があったり、これは市議会の議事録にもそう書いたりしていますし、採決の方
法でも「会長が採決しようとするときは問題を可とするとき」だったりするん
で。すぐにとは言いませんけれども、運用状況とここの中身をして、少し分か
りやすいようにしていってあげたいですし、不都合なところについては変更し
ていったほうがいいのかなと。ただ、この規則の趣旨はそんな部分があったり
しますので、そこも十分踏まえた上でやっていただければなということと、も
う一点、実際どうなってるかと思うと、議事録はどうなってるかなと思ってネ
ットで探したんですけども、どこにも見当たらないんですよね。議事録が策定
されて公表するというのが原則になっておりますので、そういったところも含
めて検討していただければなと思います。
以上です。

事務局次長

ありがとうございます。
－18－

会議規則、議事録につきましてきちんともう一度調査させていただいて、事
務処理のほうを進める必要があれば進めていきたいと思います。ありがとう
ございます。
議

長

４番委員

ほかにはございませんか。はい、４番委員。
先ほど唱和いたしました農業委員会憲章の中でも新規就農者の育成っていう
のをうたわれております。それについてお尋ねとお願いとがあります。
去年の総会の中で、農業委員会の活動方針というのを設定されました。その
中に新規就農者の育成の部分で新規就農者を地域で見守れるように地域の体
制を整える、溶け込めるような地域づくりを啓発すると活動方針に書かれて
おります。これが去年策定してから今中間地点なんですね。中間地点を今振
り返ってみて、行政として、農業委員として、こういったことが進捗してる
んでしょうかどうかというのがお尋ねです。
そして次に、私たちは一農業委員として新規就農の人に対してはできるだけ
声をかけていったり、相談に乗ったりしていきたい姿勢で臨んでおります
し、例えば普及所の研修情報があったりしたらお伝えしてご一緒させていた
だいて喜んでもらったと、そういった細やかなことはできていくんですけれ
ども、こういう啓発についてはやはり行政のほうからの働きかけが非常に効
果的だと私は思うんですね。
そこで、まずは農業関連の行政の担当の方たちに、私たちここは行政委員会
なんですよね、行政委員会の活動方針という内容をぜひ周知していただきた
い。そして、農業関係の方が地域に出ていかれて、例えば中山間の直接支払
いの説明やとか、何とかかんとかの説明やとかいっぱい行かれると思うんで
すね。そのときに必ず一言加えてくれと言ってほしいんです。ここには新規
就農者の誰それさんがおってやなと、元気にやっとんてんやろか、何か困っ
たことがあったら相談に乗ってやってほしいと、そういうことをぜひぜひ折
に触れて何回も何回も違う方面から言われたら、そうかいなとみんな思うん
ですよね。ですから、ぜひ折に触れて伝えていっていただきたいんですね。
先ほどこのチラシをいただきました、いきいき農林業者のつどいっていうの
がありますね。これにはまず最初には太田市長のご挨拶があると思います。
それから、司会者は話の中でいろんなお話をされると思います。そのいずれ
もの中に新規就農の人を大事にしようと、例えば新しく農業をしようと思っ
てやってきたこの人たちがここに定着をして農業を続けていって、それは結
果としては真庭市の農地を守ることになるんやと、だからこれからもみんな
仲間として一緒にやっていこうって、そんなふうにぜひ壇上から働きかけて
いってほしいと思うんですね。だから、機会を見つけてぜひやってほしい。
これは活動計画を決めた、今中間地点での振り返りなんですよね。ぜひ、こ
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れを行政としてやっていただきたいと思いました。うるさいなとお思いなの
かも分かりませんが、でもこんなちょっとしたことの積み重ねが農業委員会
の活動であり、地域を動かしていく力になるんやと思うんです、課長、どう
ぞ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。
４番委員おっしゃられるとおりだというふうに私も思ってます。特に、今回
そういった思いもあって、新規就農者、それから若手の農業者の方に光を当
ててという形で行っていこうというふうに思ってます。普及のほうが今真庭
あぐりというか、すばらしい啓発のＰＲビデオを作ってます。新規就農者の
方だとか、この中にも登場していただいている方がいらっしゃいますけど
も、そういった紹介もしていきたいと思っていますし、実はこの農林業者の
つどいの後、新規就農者の方々と市長の対談の会みたいなものを、このいき
いき農林業者のつどいとは一旦置いてやらせてもらおうかなというふうに思
ってますんで、そういった意味で若手の農業者、新規就農者の方のご意見を
伺うことと、先ほどおっしゃられたように各説明会だとかなんとかに私ども
が出向いたときにこういった方がいらっしゃいますというような紹介、それ
で応援してあげてくださいというような私どもからの声かけというのは本当
に重要だなというふうに思います。できるだけ担当者を含めて、先ほど頂戴
したような意見のような取組を行政のほうからどんどんやっていきたいなと
いうふうに思ってますし、制度的にも荒廃農用地の活用事業というのも来年
度予定してます。それは新規就農者を対象として取り組めるような事業でも
ありますし、それから国のほうの補助制度も継業、いわゆる後継ぎ、後継ぎ
には今まで何の支援もなかったんですけれども、そういったような制度とい
うんですか、国の考え方も若干変わってきてますんで、そういった制度を真
庭市でも来年早速に取り組んで新規就農の方を広く支援していくように予算
化のほうも今検討しておりますので、農業委員、推進委員さん皆さんについ
てもそういった思いで、我々と一緒に取り組んでいただければなというふう
に思います。本当にお力強いよいご意見だったと思います。私どももそうい
った形で肝に銘じてやってまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願
いします。

議

長

ほかにはございませんか。
＜「なし」の声＞

議

長

それでは、ないようです。
以上をもちまして終わりたいと思いますが、次回２月総会は２月１０日水曜
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）
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