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令和３年 第２回 真庭市農業委員会総会 議事録 

 

１．開催日時 令和３年２月１０日（水） 

午前１０時００分から午前１１時１５分 

２．開催場所 本庁舎 ２階 大会議室 

３．出席委員（４４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 樋口昌子   2番 池田 実  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  10番 中山克己 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  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（２人） 

  農業委員   無し  

推進委員  35番 岡 俊彦  36番 池田琢璽 

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８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９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10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11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 

日程第６ 議案第12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 議案第13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８ 議案第14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
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分計画に係る意見について 

日程第９ 議案第15号 耕作放棄地に係る農地法第２条第１項の「農地」に該当する

か否かの判断について 

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  

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３年２月総会を開会いたします。 

それでは、まず会長よりご挨拶をお願いしたいと思います。よろしくお願い

します。 

会 長   おはようございます。早朝よりご苦労さまです。 

２月になりまして、立春のほうも過ぎました。まだまだ朝夕かなり冷え込ん

でおります。三寒四温を繰り返しながら確実に春のほうへ向かっているとい

うふうに思います。 

新型コロナのほうもやや人数的には減ってきておりますけど、今後も予断を

許さない状況であろうというふうに思います。しっかりと気をつけなければ

ならないということであります。 

各農家のほうも今年の作付を考えて、そろそろ準備をしかける時期だろうと

いうふうに思います。３月になりましたら再生協議会のほうからの調査書も

出るというふうに思います。今年がどのような状況になるか、コロナが収束

していく方向に向かっていければ、農産物のほうもかなり流通をするんでは

ないかというふうに思います。そこは分からないわけですけど、しっかりと

また今年も頑張って作付、作っていきたいというふうに思いますんで、皆さ

んも頑張っていきましょう。 

それでは、これより２月総会を開会したいと思います。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、本日の欠席委員はございません。ただいまの出席委員は１９名中

１９名で定足数に達しておりますので、２月総会は成立しております。 

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よろしくお願いいたします。 

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   異議なしの声がございます。 

それでは、議事録署名委員は、１３番委員、１５番委員を指名いたします。 

日程２、議案第８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
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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８号、農地法第３条の規定による許可申請書の審議について。 

１ページをお開きください。 

本日審議していただく案件は８件でございます。農地法第３条第２項の各号

におきましては、申請書によって審議しました結果、全件とも該当しないた

め、許可要件の全てを満たしていると考えます。 

番号１でございますが、北房の譲渡人が、相手方の要望により、同じく北房

の譲受人に、申請農地、畑１筆５５８㎡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 ２３番。 

議 長   はい、２３番推進委員。 

２３番推進委員 それでは、１番の現地確認について報告をさせていただきます。 

去る２月４日に譲受人、私、農業委員の３名で農地の利用状況等を確認いた

しました。譲渡人と譲受人は同じ地域に居住をしており、当該地については

譲受人が約８年ぐらい前から大豆などを栽培して、管理も行っている土地で

あります。譲渡人は高齢であり、子供さんも帰って耕作する意思がないとい

うことで今回の話がまとまりました。当該地は現在大豆を植えましたけれど

も、近くにある菜園場にブドウを植えたという関係もありますので、今後菜

園場として耕作を行うことにしておるようでございます。耕作状況について

ですけども、譲受人はトラクターなど農機を所有しており、当該地の隣地を

含め、３反でブドウ等の栽培を行っております。当該地は十分に管理、耕作

されておりまして、引き続き自ら耕作すると見込まれるというふうに思いま

す。その他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、まず議案の修正をお願いします。 

譲渡理由が「相続人不在」となっておりますが、正しくは「相続人不存在」

になります。「存」の漢字が抜けておりました。大変申し訳ありませんでし

た。 

勝山の譲渡人である相続財産管理人が、相続人不存在により、被相続人のお
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いに当たる落合の譲受人に、申請農地、田１筆２，８３９㎡、畑７筆１０，

３１３㎡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、２５番推進委員さんから説明を

お願いいたします。 

２５番推進委員 議長。 

議 長   はい、２５番推進委員。 

２５番推進委員 ２５番推進委員です。 

議案番号２につきまして、説明させていただきます。 

議案番号２につきまして、１月３０日、譲受人立会いの下で現地確認を行い

ました。権利移転する事由の詳細ですが、譲渡人は亡Ａ氏の相続人不存在の

財産管理をしていたところ、亡Ａ氏のおいとこのほど売買の話がまとまり、

譲受人が申請農地を取得するものです。譲受人の耕作状況なんですけど、譲

受人は兼業農家で、申請地取得後は親が営む穀物商で必要な穀物を地元農家

と共同して作業し、販売購入する予定です。なお、畑と田があるんですけ

ど、この中の畑作については現在雑草地になっているので徐々に造成して耕

作する予定です。必要な農作業に従事すると認められます。また、譲受人と

話をしている中で、畑作は二、三年困難なため、少しずつ造成をしてトウモ

ロコシを作付し、その後に黒豆などを作付する予定とのことでした。その他

指摘事項はありません。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号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、落合の譲渡人が、農業廃止により、同じく落合の譲

受人に、申請農地、北房の田１筆１，３３３㎡、落合の田５筆２，６１２

㎡、合計田６筆３，９４５㎡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、この件は担当地区が分かれてお

りますので２人の委員さんから説明をいただきます。 

まず、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３についてご報告します。私からは先ほどありました１行目の北房分の

みについてご説明いたします。 

２月１日、譲受人立会いで現地確認をいたしました。譲渡人については電話

で聞き取りをさせていただきました。両者は同一地区内に住む知り合いであ

りまして、譲渡人は今までこの田においては耕作を委託しておりまして、農
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業を常々廃業したいと考えておったそうです。譲受人は米、大豆、小豆等の

穀物を商っておりまして、自らも小豆栽培をすべく画策しておったところで

す。このたび両者の希望が一致したことにより、売買が成立したということ

であります。譲受人の耕作状況ですけれども、ここに載っておりますのは非

常に狭い１１アールなんですけれども、近い将来７０から８０アールの小豆

栽培を計画しておりまして、本件以外にも田畑を購入すべく交渉とか手配中

であると説明してくれました。農機具につきましては、本田の譲渡と同時に

トラクターも譲り受けるということでありまして、農機具の心配はないと思

います。また、豆の栽培を計画しておりまして、豆のコンバインは自分で所

有しているということであります。したがって、将来の耕作については問題

ないと観察しました。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す。 

続いて、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３について説明いたします。 

去る１月３０日に譲受人と現地確認及び聞き取り調査を行いました。権利移

転する事由の詳細及び譲受人の世帯員の耕作状況などに関しましては、先ほ

ど２２番推進委員の方の説明のとおりでございますので省略をさせていただ

きます。 

以上のように特に指摘事項はありませんので、よろしくお願いいたします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号４について事務局の説明をお願いいたします。 

事務局主事 番号４でございますが、市外の譲渡人が、農業廃止により、落合の譲受人

に、申請農地、田２筆１，３４２㎡、畑１筆２７３㎡を、経営移譲によりま

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について説明いたします。 

去る１月３０日、譲受人と現地確認、譲渡人とは電話にて聞き取り調査を行
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いました。権利移転する事由の詳細ですが、譲渡人は現在岡山市に住んでお

り、実家の両親が亡くなり、空き家登録をしていたところ、そして農業廃止

を考えていました。今回、譲受人が空き家を購入、入居したことにより農地

移転の話がまとまったことであります。譲受人の家族及び耕作状況ですが、

譲受人は空き家に昨年から入っておりまして、現在４人家族で両親と申請者

夫婦、４人でございます。農業には３人で従事しております。これは昨年か

ら権利移転してやっております。農地取得後は野菜を中心に耕作をしていく

ということでございます。なお、農機具は小型耕運機２台、草刈り機２台な

どを保有しており、農地取得後も全力で農業に取り組むということなので、

どうかよろしくお願いいたします。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、市外の譲渡人が、農業廃止により、落合の譲受人

に、申請農地、田２筆２，３９６㎡、畑１筆２１９㎡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、１４番委員さんから説明をお願

いいたします。 

１４番委員 議長。 

議 長   はい、１４番委員。 

１４番委員 １４番です。 

番号５について説明いたします。 

譲受人、譲渡人はもともと近隣でありまして、譲渡人は既に市外、岡山市へ

若いときから移住しております。この地には両親がおられましたけども、そ

の方が亡くなられて、その頃から譲受人がその方の農地を管理しておりまし

た。このたびその譲渡人の実家の家屋と農地を全て譲り受けて営農されま

す。譲受人は既に実家が近くにありまして、我が家の農地を含めて熱心に野

菜などを耕作して農業をしておられます。今後も両者の農地を適切に管理さ

れ、営農を続けられると思い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、この案件は遺言公正証書により所有権を移転するも

のです。申請農地、田１筆１，７０５㎡、畑１筆３２９㎡を、特定遺贈によ

ります所有権の移転の申請でございます。なお、遺言公正証書の写しにより

遺言執行者の確認をしております。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
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お願いいたします。 

３０番推進委員 ３０番推進委員です。 

議 長   はい、３０番推進委員。 

３０番推進委員 譲渡人、もともと真庭市野川の土地を親から相続しておりましたけども、諸

事情により妻の家へ婿入りすることになり、それを機に申請地２筆を譲受人が

スムーズに相続できるよう遺言公正証書というものを作成していて、今回の譲

渡、死亡により遺言公正証書のとおり譲受人が申請地を取得するものです。次

に、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４ヘクタール、文書には５．２８ヘクタールと

なっておりましたけども、法界寺を一部返しましたんで、今は４ヘクタールと

伺っております。農機具としてトラクター４台、田植機１台、コンバイン１

台、スプレッダー１台、動噴１台、それぞれ所有し、効率的な農業をしており

ます。その他指摘事項についてはありません。 

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、久世の譲渡人が、同じく久世の譲受人に、申請農

地、落合、田１筆１４０㎡、久世、田２筆２，０００㎡、合計田３筆２，１

４０㎡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、この件も担当地区が分かれてお

りますので、まず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番推進委員です。 

議 長   はい、３０番推進委員です。 

３０番推進委員 この譲受人の方の住所が旧久世町になっておりました。それで一部の土地が

旧落合町にある関係で、旧久世町の１９番委員さんの同行をいただいて２人で

現地調査並びにお話を承りました。譲渡人は譲受人の父の妹であり、以前より

この田は譲受人一家で耕作をしていました。このたび譲渡人は高齢でもあり、

現在入院中とのことで、親族である譲受人に譲渡することになったものです。

農作業について、現在は譲受人の父が中心にやっておられます。譲受人は補助

的に手伝っている状況です。稲作を中心に野菜栽培もしているようです。農機

具としてトラクター、田植機、軽トラック等を所有しておられます。今後は父

も高齢であるため、譲受人が中心に取り組むとのことであります。旧落合町の

とこの土地につきましては、転作で柿を植えておられました。 

以上です。 

議 長   ありがとうございました。 
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それでは、久世分の２筆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。 

先ほども３０番推進委員さんが言われましたように１月３１日に譲受人の父

親の方から話を伺い、現地を調査いたしました。事由の詳細は今話されたと

おりでございます。この久世分の２筆の土地には、以前よりこの譲受人が稲

作を作っておられまして、今後も作っていくということでもありました。譲

受人の耕作状況、いろいろと父親のほうが頑張ってやっておられますけど、

今後は息子さんが中心でしっかりとやっていくと力強く言っておられました

ので今後も続けていかれるというふうに思います。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

続きまして、番号８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８でございますが、久世の譲渡人が、労力不足により、落合の譲受人

に、申請農地、田１筆５２９㎡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、３番委員さんから説明をお願い

いたします。 

３番委員  議長。 

議 長   はい、３番委員。 

３番委員  ３番です。 

番号８について報告いたします。 

本件につきましては、１月３０日に譲受人立会いの下に現地確認を行いまし

た。権利移転する事由の詳細ですが、譲渡人は高齢で後継者がいないため、

耕作する予定はなく、以前から荒れ地になっておりましたが、譲受人は申請

地から６キロほど離れているところに居住しておりますが、息子家族が申請

地の近隣地に居宅を建設中で、このたび話がまとまったものです。譲受人の

耕作状況ですが、世帯員数は２名で、主に譲受人が専従で妻の補助を受けて

耕作しております。耕作は水稲を中心にブドウ等を作付しており、休耕管理

地が８アールほどありますが、適正に管理されており、取得地についても農

機具またはトラクター、田植機、管理機、草刈り機等を所有しており、今後

も耕作していくものと思われます。水田については営農組合に一部作業委託

されておりますが、特に問題ないものと思われますので、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。 

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８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８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９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 長   はい、事務局。 

事務局主幹 議案第９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。 

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。 

申請人（北房）は、現在の母屋と長屋の２棟が老朽化し、母屋のみを先行し

て解体し、長屋を仮住まいとして利用した後に解体する予定でしたが、解体

業者より新居の建設工事に当たり施工が困難との意見を受け、申請地、畑１

筆３０９㎡のうち１５０㎡を、仮設住宅用地として整備を行っていたため、

このたび一時転用申請するものです。一時転用期間は令和２年１２月２８日

から令和３年７月３１日となっております。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２種農地と判断されま

す。転用に伴う費用は、土地造成２万円、建物施設２８万円。費用の内訳と

して、自己資金３０万円。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、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、２１番推進委員さんから説明を

お願いいたします。 
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２１番推進委員 議長。 

議 長   はい、２１番推進委員。 

２１番推進委員 ２１番推進委員です。 

１につきまして、去る１月３０日に申請人立会の下、現地確認を行いまし

た。転用しようとする事由の詳細につきましてですけども、申請人が長年住

んでいる家は老朽建物であり、子供の将来設計にも合わせて現在の自己住宅

を壊して新築することとしたものです。そのため、仮設住宅が必要になるこ

とから、今年７月まで申請人の所有地である隣の農地を一時的に転用してコ

ンテナハウスによるものを設置するものです。なお、申請人は、仮設住宅

で、必要がなくなれば現状の畑に戻すため、転用の手続が必要だとの認識が

なく、今回追認案件となったものでございます。申請地の位置ですけども、

申請地は申請人の住宅より北東側の進入道路に隣接したところに位置してお

ります。周囲の状況ですけども、東が農地で西も農地、畑です、南に道路が

あって、北は住宅というふうになった位置でございます。周辺の農地への影

響ですけども、申請地は集落内の一画に位置しておりまして、東西に隣接し

た農地がありますが、東側周辺は申請人の畑であり、西側の畑は一段高くな

ったところに位置しております。仮設住宅による影響で、日照とか通風等に

支障を来すことはないと思われます。 

以上のとおり、本案件について一時転用はやむを得ないものでありますの

で、よろしくお願いいたします。その他指摘事項についてはございません。

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。 

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   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９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９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。 



－12－ 

続きまして、日程４、議案第１０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、番号２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。 

事務局次長 議長。 

議 長   はい、事務局。 

事務局次長 議案第１０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。 

４ページをお開きください。 

番号１と番号２は関連しておりますので、一括でご説明させていただきま

す。 

申請人、譲受人（市内法人、落合）は、一般廃棄物処理業を営んでいます

が、同法人のグループ会社が運営中の事業拡大のため、番号１の申請地、田

１筆５７３㎡と、番号２の申請地、田２筆１，２９３㎡、３筆合計１，８６

６㎡を、譲渡人（落合の２名）から譲り受け、レストラン兼食品加工場を建

築するため、転用申請するものです。番号１、番号２の備考欄に記載してい

ますとおり、関連土地を含め、全体の計画敷地面積は２，２７４㎡となる事

業計画です。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、２筆で１，６００万円、土地造成４，０００万円、建物施設３億５，

０００万円。資金の内訳として、自己資金４億６００万円、うち一般社団法

人農林水産業みらい基金からの助成金１億２，２２８万６，０００円となり

ます。添付書類として、土地利用計画図、平面図、立面図、横断面図、造成

計画断面図、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、２５番推進委員さんから説明を

お願いいたします。 

２５番推進委員 議長。 

議 長   はい、２５番推進委員。 

２５番推進委員 ２５番推進委員です。 

議案番号１につきまして、去る１月３０日に譲受人の代理人、総務経理部長

立会いの下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、

譲受人は申請地の隣で野菜などの販売を行っています。ここで、申請地にレ

ストラン兼食品加工場を建て、地元農産物の消費拡大を図るために申請する

ものです。申請地の位置ですが、国道３１３号線沿い、あぐりガーデンの裏

に位置します。周辺の状況ですが、東が田、西は水路と建物、南は建物、北

が市道及び畑。周辺農地への影響ですが、申請地に隣接した農地があります
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が、農地と建物の間隔を十分取るため、日照、通風に支障を来すことはない

と思われます。また、水利組合、周辺農地の同意も得ております。 

以上のとおり、本案件の転用はやむを得ないもので問題ないと思われます。

その他指摘事項は特にありません。 

引き続きまして、番号２なんですが、１と２が譲渡人が違うため、２つに分

かれとるだけで、あとその他の内容は全て一緒なんで省略させていただきま

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 ５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（市外法人）は、宅地建物取引業を営んでいます。譲受人は

このたび譲渡人（落合）の所有する真庭市中３５４－１番地の田１筆１，５

３６㎡については、高齢により労力不足となり農地の管理が困難となったこ

と、譲渡人（市外の共有持ち３名）が所有する真庭市中３５７番地の田１筆

３５９㎡については、所有者が３名とも県外に居住しており農地の管理が困

難となったことを理由に売買の相談があり、周辺も宅地化が進んでいること

から話がまとまり、田２筆、合計１，８９５㎡を譲り受け、建て売り分譲地

を整備するため、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２筆で５７０万円、土地造成１，５００万

円、建物施設１億２，０００万円。資金の内訳として、自己資金１億４，０

７０万円。建蔽率は３１％。６区画で６棟の建て売り計画となっており、６

区画を個別に算出した場合も２２％以上となっていますので問題ないと判断

されます。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。 

お手元に資料を配付しておりますのでご覧ください。右上に大きく資料と書

いた資料です。 

この案件につきましては、平成３１年３月２９日付で農林水産省農村振興局

長から建築条件付売買予定地に係る農地転用許可の取扱いについてという通

知がされており、この通知に沿った申請となっております。 

通知内容についてですが、近年住宅について、そのデザインや家族構成を踏

まえた間取り等のニーズが多様化し、建築条件付売買が増加している状況か

ら、建築条件付売買予定地に係る農地転用許可の取扱要領が定められ、この

要領に基づき、適正な運用を求めるものとなっています。この取扱要領によ

り、これまで建て売り住宅として許可がされていた取扱いと比べ、既に建て

られた物件からの選択ではなく、購入者が選択できる建築業者の幅が広がる
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ことや、建物が完成していない時点での土地の引渡し及び地目変更が可能と

なることで、土地を担保に供しやすくなるといったメリットも生じます。 

この建築条件付売買予定地に係る農地転用許可に当たっては、取扱要領にお

いて３つの要件があります。１つ目は、農地転用事業者と土地購入者とが売

買契約を締結し、当該農地転用事業者または当該農地転用事業者が指定する

建設業者と土地購入者とが当該土地に建設する住宅については一定期間内、

おおむね３か月以内に建築請負契約を締結することを約すること。２つ目

は、一定期間内に建築請負契約を締結しなかった場合には、当該土地を対象

とした売買契約が解除されることが当事者間の契約書において規定されてい

ること。３つ目は、農地転用事業者は農地転用許可に係る当該土地の全てを

販売することができないと判断したときは、販売することができなかった残

余の土地に自ら住宅を建築すること。この３つの要件が確実と認められると

き、宅地造成のみを目的とするものに該当しないものとして取り扱うことと

されております。 

今回の申請に当たり、この取扱要領に基づく添付書類として、標準的な建物

の面積、位置等を表示する図面、当該事業の全てを実施するために必要な資

力及び信用があることを証する書面等、この書面等には標準的な建物１棟の

見積書も含まれております。また、農地転用事業者と土地購入者との間にお

ける売買契約書の一般的な契約書の案と、先ほどご説明した３つの要件を実

施する旨を記載した転用事業者からの誓約書が添付されております。取扱要

領による添付書類については事務局で確認し、不備はございませんでした。

また、この申請が許可された場合には、許可に係る工事の進捗状況報告とし

て売買契約の状況、建築請負契約の状況、建築確認の状況、土地の引渡し状

況などの報告を求めていくこととなります。 

以上、番号３についてご説明させていただきました。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、２５番推進委員さんから説明を

お願いいたします。 

２５番推進委員 議長。 

議 長   はい、２５番推進委員。 

２５番推進委員 ２５番推進委員です。 

番号３について、去る２月２日に譲受人の代理人、真庭店店長と設計監理者

の立会いの下、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、今回の譲渡人の宅地、譲渡人というのが３人共同なんですけど、その宅

地を現在取得し、新たに住宅を新築しています。隣接農地が休耕田３５７番

地と減反を考えている３５４－１番地についても譲渡人と売買の話がまとま
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り、建て売り分譲地として造成するための申請を行うものです。申請地の位

置ですが、申請地は国道３１３号線沿いで、マエダ金物店目の前の、ナンバ

ホームセンターより東へ２００ｍのところに位置します。周辺の状況です

が、東、国道と宅地、西、田と宅地、南、市道、北、宅地。周辺農地への影

響ですが、申請地に隣接する農地がありますが、本申請は一般的な個人住宅

であり、日照、通風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、農地所有者の同意は得ています。 

以上のとおり、本案件の転用はやむを得ないもので問題ないと思われます。

その他指摘事項は特にございません。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号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（落合）は、電気工事店を営んでおり、現在は資材置場を津

山市内の貸し倉庫と平成３０年７月豪雨により半壊した自宅の敷地に分けて

利用されています。このたび資材置場を集約するため、先月の総会で住宅建

設用地として転用許可を受けた土地に隣接する申請地、田１筆１，５９４㎡

を、譲渡人（市外）から譲り受け、露天資材置場を整備するため、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おりま

す。転用に伴う費用は、土地購入４５万円。資金の内訳として、自己資金４

５万円。添付書類として、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、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。 

議 長   はい、２９番推進委員。 

２９番推進委員 ２９番推進委員です。 

審議番号４番につきましては、去る２月１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についてですが、譲受人は電気

工事を営んでおります。平成３０年７月の豪雨災害で住居及び資材倉庫を失

い、地区内に再建地を求めていたところ、近隣の知人より休耕田を譲り受け

ることがまとまり、露天資材置場として申請するものです。北西に隣接する

３３８９－１番地は先月１月度に審議いただいた自宅の建築予定地でござい

ます。申請地の位置ですが、国道１８１号線、上河内宿地内、信号機がある
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交差点、河内郵便局前の市道東谷線を北へ約３５０ｍの地点です。周囲の状

況ですが、東側は２ｍあまりの農作業道と河内川、それと一部田に面してお

ります、西は市道東谷線、南は田、北は２ｍあまりの作業道を挟んで田とな

っております。周辺農地への影響ですが、この施設は露天資材置場で建造物

は一切建てません。保管物資も高く積み上げるものもなく、日照、通風等、

周辺農地に影響を及ぼすことはないと思われます。その他の指摘事項は特に

ありません。 

以上のとおり、本案件につきまして転用はやむを得ないと思われますので、

審議方よろしくお願いします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号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 ６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（市内法人）は、宅地建物取引業を営んでおり、このたび周

辺も宅地化が進んでいることから、申請地、田３筆、合計２，８９８㎡を、

譲渡人（久世の２名）から譲り受け、分譲宅地８区画及び進入用の道路を整

備するため、転用申請するものです。農地区分は都市計画区域の未線引きの

用途区域に該当するため、３種農地と判断されます。転用に伴う費用は、土

地購入１，８００万円、土地造成２，０００万円。資金の内訳として、自己

資金３，８００万円。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、３番委員さんから説明をお願い

いたします。 

３番委員  議長。 

議 長   はい、３番委員。 

３番委員  ３番委員です。 

議案番号５について報告いたします。 

去る１月３０日に譲受人、社長でしたけど、立会いの下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すが、申請地周辺はここ数年で宅地化

が進んでおり、譲渡人の一人は高齢で、耕作の意思はなく、以前から不動産

業者に売買の話を持ちかけていました。他の譲渡人も南側が私道に面してい

るものの、転用されると進入路がなくなるということで、このたび売買する

ことで話がまとまったものです。申請地の位置等についてですが、中国林業

（株）第２工場の北側と隣接しており、周囲の状況は申請地の東側は一部

田、残り宅地、西側は宅地、南側は私道、北側は一部宅地であと市道に面し
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ております。周辺農地への影響はないものと思われます。その他指摘事項も

特にありませんので、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。 

事務局次長 番号６でございます。 

申請人、譲受人（市内法人）は、宅地建物取引業を営んでおり、このたび周

辺も宅地化が進んでいることから、申請地、田２筆、合計８６８㎡を、譲渡

人（久世の２名）から譲り受け、分譲宅地２区画及び進入用道路を整備する

ため、転用申請するものです。農地区分は都市計画区域の未線引きの用途区

域に該当するため、３種農地と判断されます。転用に伴う費用は、土地購入

５０万円、土地造成３５０万円。資金の内訳として、自己資金４００万円。

添付書類として、土地利用計画図、平面図、断面図、被害防除計画書が添付

されています。申請地周辺に影響を受ける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、３番委員さんから説明をお願い

いたします。 

３番委員  議長。 

議 長   はい、３番委員。 

３番委員  ３番委員です。 

議案番号６について報告いたします。 

去る１月３０日に譲受人、社長の立会いの下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すが、申請地周辺はここ数年で宅地化が進んでお

り、譲渡人の一人は高齢で後継者もおらず、耕作の意思もなく、以前から不

動産業者に売買の話を持ちかけていましたが、進入路がないので、進入路を

予定上の農地所有者、別の譲渡人と売買の協議をしていたところ、話がまと

まり、このたび購入することになったものです。申請地の位置等についてで

すが、久世体育館から南へ約３０ｍ離れております。周囲の状況は、申請地

の東側は宅地、西側は田、南側は田、北側は宅地に面しております。周辺農

地への影響はないものと思われます。その他指摘事項も特にないので、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。 

事務局次長 ７ページをお開きください。 

番号７でございます。 

申請人、譲受人（勝山）は、自営業を営んでおり、１０台の車両を所有し、

管理しております。現在は事務所隣の空き地を借りて駐車していますが、従
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業員の車両を置くとほぼ倍数の台数が利用することになり、手狭な状態で、

場合によっては道にはみ出してしまうこともあることから、安全面からも早

期に対応が必要な状況であり、申請地、田１筆２７５㎡を、譲渡人（勝山）

から譲り受け、露天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１２万円、土地造成４００万円。資金

の内訳として、自己資金４１２万円。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、３４番推進委員さんから説明を

お願いいたします。 

３４番推進委員 議長。 

議 長   はい、３４番推進委員。 

３４番推進委員 ３４番推進委員です。 

議案番号７につきましては、去る２月６日に譲受人、譲渡人、５番委員の立

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についてで

すが、譲受人は現在両親が経営するお店を従業員数名と従事しております

が、お店の横側にあります駐車場が営業車両、従業員の通勤車両、お客様の

お車等が増えており、現在の駐車場ではお店の前の市道にはみ出すこともあ

り、手狭になったことで近隣に住む株内、譲渡人にお店の前にある土地を検

討していただいたところ、譲渡人と話がまとまり、露天駐車場２７５㎡の申

請を行うものです。申請地の位置ですが、譲受人は申請地より１キロほど離

れたところに住んでおられますが、申請地は譲受人の実家、お店の前の市道

を挟んだ道沿いに位置しております。周囲の状況ですが、東が田んぼ、西が

田んぼ、南も田んぼ、北側に水路、市道、お店があります。周辺農地への影

響ですが、申請地の周辺はほぼ農地であり、駐車場については日照、通風等

の支障はありません。水利に関しましても、地域の方には同意を得ており、

問題はないと思われます。その他の指摘事項については特に問題ありません

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。 

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＞ 
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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１０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１０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１１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。 

事務局次長 議長。 

議 長   はい、事務局。 

事務局次長 議案第１１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。 

８ページをお開きください。 

番号１でございます。 

本案件は、当初転用者（落合）が、倉庫を建築するため、平成１４年１２月

１９日付、岡山県指令真地振第６０５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、変更前の計画では

当初転用者（落合）が、申請地に隣接する農地を借り受けて耕作をする予定

で農地を取得し、倉庫を建築するため、許可を受け造成工事まで行っていま

したが、諸事情により農地を借りれなくなり、本人も高齢となり計画を断念

していました。このたび事業承継者（落合）は、近隣である借家を借りて生

活しておりますが、申請地付近に親族が居住しているため、住み慣れた地域

で住宅を建てる土地を探していたところ、売買の話がまとまり、住宅を建築

するため事業計画変更承認申請をするものです。転用に伴う費用は、土地購

入２００万円、建物施設１，８００万円。資金の内訳として、借入金２，０

００万円。建蔽率は３７％。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。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、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。 
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議 長   はい、３０番推進委員。 

３０番推進委員 ３０番推進委員です。 

転用しようとする事由の詳細につきましては、ただいま事務局のほうからお

話がありましたんで、ここでは重複しますんで省かせていただきます。申請

地の位置なんですけども、ＪＲ姫新線の古見駅東側の上野集落にあり、周辺

は小高い丘で畑と上野集落民が居住している場所となります。周囲の状況に

つきましては、東は道路及び墓地、西は竹ササの原野、南は集落の広場、北

は宅地となっております。周辺農地への影響については、小高い丘の上にあ

り、周辺に水田及び畑はなく、農業に影響はありません。その他指摘事項に

ついては、これといった案件はありません。 

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１１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１１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１２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１２号について、９ページをお開きください。 

議案第１２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
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付します。 

案といたしまして、令和３年２月１０日付で公告の予定でございます。本日

上程されました農用地利用集積計画のうち、利用権設定につきまして全６８

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１２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１２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１３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１４号、

農地中間管理事業法第１８条７項の規定による農用地利用配分計画に係る意

見についてを議題といたします。 

事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主事 議長。 

議 長   はい、事務局。 

事務局主事 議案第１３号について、１６ページをご覧ください。 

議案第１３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て集積計画が上がっております。 

続きまして、議案第１４号について、１７ページをお開きください。 

議案第１４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、
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令和３年２月１０日付で公告の予定でございます。配分計画案については議

案書のページに記載のとおりで、財団が実施した借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   ないようです。 

これをもって質疑を打ち切ります。 

これより議案第１３号、議案第１４号を採決いたします。 

お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございません

か。 

＜「異議なし」の声＞ 

議 長   異議なしと認めます。 

よって、議案第１３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１４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は、原案の

とおり可決されました。 

続きまして、日程９、議案第１５号、耕作放棄地に係る農地法第２条第１項

の「農地」に該当するか否かの判断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１５号について、１８ページをお開きください。 

議案第１５号、耕作放棄地に係る農地法第２条第１項の「農地」に該当する

か否かの判断について説明させていただきます。 

委員の皆様には事前に送付してあります農地判断現地写真を基に対象農地の

現状が非農地かどうかを判断していただきます。非農地の判断基準といたし

ましては、本日配付しております資料２の農地法の運用についての制定につ

いての下線部になります。また、各委員さんが担当地区で非農地と判断した

農地と比較での判断も行ってください。今回審議していただく対象農地は令

和２年８月から実施していただいた利用状況調査等で判定が④再生利用が困

難と見込まれる荒廃農地と判断されたもので、３６番推進委員、４３番推進

委員、４６番推進委員が現地を確認したものに対し、事務局で再度確認をし
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た農地、全１１４筆、１３２，９６３㎡でございます。なお、本日議決され

た場合には、所有者に対し、非農地と判断したので地目変更登記を行っても

らうよう通知し、併せて岡山県地方法務局にも非農地とする旨の通知をする

こととなります。農業委員会におきましては、農地台帳の現況地目を非農地

に変えていく作業を行っていきます。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１５号を採決いたします。 

お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございません

か。 

＜「異議なし」の声＞ 

議 長   異議なしと認めます。 

よって、議案第１５号、耕作放棄地に係る農地法第２条第１項の「農地」に

該当するか否かの判断については、原案のとおり可決されました。 

以上をもちまして本総会に付議に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。よろしいですか。 

＜「なし」の声＞ 

議 長   事務局、よろしいか。 

＜「なし」の声＞ 

議 長   それでは、以上で閉会したいと思いますけど、次回３月総会は３月１６日火

曜日の午前１０時からです。少し遅いですけど、３月１６日です。よろしく

お願いいたします。 

（午前１１時１５分 閉会） 

 

 


