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令和３年 第１２回 真庭市農業委員会総会 議事録 

 

１．開催日時 令和３年１２月１０日（金） 

午前１０時００分から午前１１時００分 

２．開催場所 本庁舎 ２階 大会議室 

３．出席委員（４１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  ３５番 岡 俊彦 

３６番 池田琢璽  ３７番 池田和道  ４０番 山中正義  ４２番 井上 達 

４５番 筒井一行  ４６番 石田 勉 

４．欠席委員（５人） 

  農業委員   無し  

推進委員 ３８番 各務和裕 ３９番 東郷朝夫 ４１番 池田久美子 ４３番 入澤靖昭 

４４番 佐子ゆかり 

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62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63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64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65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 報告第29号 農地転用の制限の例外に係る届出について 

その他 

６．農業委員会事務局職員 

  事務局長 金﨑正一 事務局次長 渡辺義和 主幹 杉井正巳 主事 梶原千裕  

加藤真弓 

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。 

それでは、ただいまから令和３年１２月総会を開会いたします。 

それでは、会長よりご挨拶をお願いいたします。 

会 長   おはようございます。師走になりました。何かとお忙しいところをご出席いただき

まして大変ありがとうございます。今年もあと少しですけど、コロナ禍の中の１年

ということで大変な日々を過ごされたというふうに思います。 

今年の天候ですけど、５月に早くも梅雨に入ったということで、８月にも２回目の

梅雨じゃないかというぐらい雨が続きました。いろんな作物に影響があったんでは

ないかというふうに思います。また、稲のほうが非常に価格が下がったと、米の値

段も下がったということで非常に農村にとっては大きな衝撃だったというふうに思

います。今後の展開をどのようにしていくか、しっかりと考えていかなければなら

ない時期が来たんだろうというふうに思います。自然災害が今年は、その後、台風

等がなかったと、あまり影響がなかったということで、その点は救われたんだろう

というふうに思います。来年がいい年であってほしいというふうにも思います。 

全国の件ですけど、１２月２日に全国農業委員会会長代表者集会というのが２年ぶ

りに開かれました。コロナの中ですので大勢の参加は無理だということで各県５人

までということでございまして、私も代表として出席させていただきました。いろ

いろと議案がありましたけど、人・農地などの関連施策の見直しといった、これか

らどのようにしていくかということをいろいろ考える時期だろうというふうに思い

ます。農業委員会や関連機関の意見を十分に聴取して進めて、人・農地プランを進

めていただきたいというようなこともありまして、それからこれを取り仕切ってい

る農業委員会、また関連機関の職員にしっかり専任の人を置いてほしいというよう

な要望も入っております。また関係議員等、そういうとこに要請もしておりますん

で、今後見守りたいというふうに思います。 

我々真庭の農業委員会としましても、しばらく建議ということは行っておりません

でしたけど、非常に厳しい現状でありますんで市長のほうに農村農業の現状をしっ

かりと我々としても訴えていきたいというふうに考えております。皆さんの意見を

しっかりとまとめて年度以内に提出したいというふうに思っておりますので、よろ

しくお願いしたいというふうに思います。 

それでは、１２月の総会を開会したいと思います。 

事務局長  ありがとうございました。 

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、１２月総会

は成立しておりますことをご報告いたします。 

それでは、真庭市農業委員会会議規則第５条によりまして、議長は会長が務めるこ

ととなっておりますので、以降の議事の進行を会長にお願いいたします。 
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議 長   それでは、これより議事に入ります。 

本日の日程は、お手元に配付しているとおりでございます。 

日程１、議事録署名委員の指名を行います。 

本総会の議事録署名委員は、会議規則第３５条の規定により、議長において指名さ

せていただくことにご異議ございませんか。 

＜「異議なし」の声＞ 

議 長   それでは、議事録署名委員は、１７番委員、１８番委員を指名いたします。 

日程２、議案第６２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、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。 

事務局主事 議長。 

議 長   はい、事務局。 

事務局主事 議案第６２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６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、２でございますが、関連した内容ですので一括で説明をさせていただきま

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、田２筆２，２８５㎡を、売買によります所有権の移転の申請でご

ざいます。 

番号２でございますが、北房の共有名義２名の譲渡人が、相手方の要望により、同

じく北房の譲受人に、申請農地、宅地、現況地目、畑１筆２９０．４８㎡を、売買

によります所有権の移転の申請でございます。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、１７番委員さんから説明をお願いいた

します。 

１７番委員 議長。 

議 長   はい、１７番委員。 

１７番委員 １７番です。 

番号１、２についてご説明いたします。 

譲受人は、定年退職を機に野菜の栽培を始めようと計画していました。自宅の周り

に適した農地がなく、知人である譲渡人に相談したところ、離れた場所ではありま

すが、周りの目を気にすることなく野菜栽培ができるこの土地を紹介され、この近

くに譲渡人が所有する土地全てを購入することになりました。ここ２年ほど耕作さ

れていませんが、畑としては十分に再生されるものと思います。譲受人の耕作状況
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等については、譲受人は現在会社員として勤務の傍ら水稲を作っています。定年後

は野菜栽培を始めようとしており、管理機、草刈り機などを所有しています。その

他指摘事項はありません。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、市外の譲渡人が、耕作不便により、北房の譲受人に、申請

農地、田１筆７．１８㎡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。 

１２番委員 議長。 

議 長   はい、１２番委員。 

１２番委員 １２番です。 

この３番につきましては担当地区が違いますが、次の４番と譲受人が同一人物でご

ざいますので、私のほうから報告をさせていただきます。 

去る１１月２９日に現地調査を行いました。この申請地は以前譲受人の父と譲渡人

の父が口約束によりまして贈与をしておったものですが、このたび譲渡人のお父さ

んが亡くなられまして相続手続をしておりましたところ、まだ登記がどうもできて

なかったということで、このたび申請を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、譲受人は会社経営とともに農業にも意欲がありまして、将来息

子に会社を譲り、譲受人は野菜栽培を計画中でございます。耕作状況も水稲を中心

に８０アールを耕作しておりまして、農機具も田植機からコンバインまで所有され

ております。 

以上によりまして今後も農業をされると推測されます。また、特に指摘事項等はご

ざいません。 

以上、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について事務局より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、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、田１筆１，０２１㎡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 それでは続きまして、１２番が報告させていただきます。 

権利移転する事由の詳細でございますが、１１月２９日に現地調査を行っておりま
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す。譲渡人、譲受人の関係でございますが、ご近所同士ということでございます。

この申請地は、以前譲受人が３条申請によりまして取得した農地に隣接するもので

ございます。譲受人がこの取得した農地を耕うんしておりましたところ、この申請

地との境界のブロックがかなり破損をしておりまして、今後どういうふうにするか

ということを譲渡人と協議しておりましたところ、何とこの田んぼも買うてもらえ

んじゃろうかというような話になりまして、これで協議をいたしましたところ話が

まとまり、今回の申請に至ったものでございます。譲受人の耕作状況等でございま

すが、先ほど紹介をいたしました３番と同じでございますので省略をさせていただ

きます。指摘事項等はございません。 

以上、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について事務局より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１筆１，４０３㎡、畑１筆１，１８０㎡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。 

この農地は譲受人のすぐ近くにあり、以前より譲受人が耕作しておりました。譲渡

人は既に若い頃から県外に住んでおり、地元には母親がおりましたが、この方が亡

くなってから譲渡を考えておりました。譲渡人は家族で酪農を営んでおり、主に飼

料作物を作付しております。酪農を熱心にされておりますので、今後も農地の管理

には十分だと思われます。 

以上、何ら問題ありませんので、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、久世の譲渡人が、相手方の要望により、同じく久世の譲受

人に、申請農地、畑１筆４３９㎡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、３２番推進委員さんから説明をお願い

いたします。 

３２番推進委員 議長。 

議 長   はい、３２番推進委員。 

３２番推進委員 ３２番推進委員でございます。 
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６番について現地調査の報告をさせていただきます。 

１２月７日に譲受人の奥さん、それから代理申請人の行政書士の方の立会いの下で

調査を行っております。権利移転する事由の詳細でございますが、譲受人と譲渡人

は株内の関係にあり、もともとは隣同士であったようです。譲渡人は転居して、家

が空き家になっていたようでございます。その家が売りに出ているのを譲受人がネ

ットで知り、家とともにこの近くにある当該畑を購入する話がまとまったというこ

とです。譲受人の耕作状況等につきましては、譲受人は現在市内の企業に勤めてお

り、所有農地は３反未満でありますが、家族で農業を営むため、１１月に約４反の

農地の利用権を設定しておられます。野菜づくりに取り組むとのことです。農機具

はトラクター、耕運機、軽トラなどを所有されています。譲受人本人は勤めていて

大変忙しいようですけれども、その両親が６１歳と５９歳ということでまだ若いと

いうこともあり、特にお父さんのほうが農業に熱心に取り組みたいというような希

望を持っておられるようです。その他指摘事項といたしましては、特にありませ

ん。 

以上、ご審議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。 

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。 

はい、どうぞ。 

２０番推進委員 ２番ですけど、農地が宅地と書いてあるんですけど、宅地の項目はこういう場合に

議案に上がるんですか。 

議 長   事務局。 

事務局主事 失礼します。総会に諮るものは、地目が農地以外のものでも現況が農地ですと農業

委員会に諮るということが決められておりますので、今回登記上は宅地なんですけ

れども、現況が畑として使うということなので上っております。 

以上です。 

議 長   ほかにはございませんか。 

＜「質疑なし」の声＞ 

議 長   ないようです。 

これをもって質疑を打ち切ります。 

これより議案第６２号を採決いたします。 

お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

＜「異議なし」の声＞ 

議 長   異議なしと認めます。 

よって、議案第６２号、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、
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原案のとおり可決されました。 

続きまして、日程３、議案第６３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。 

事務局次長 議長。 

議 長   はい、事務局。 

事務局次長 議案第６３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。 

３ページをご覧ください。 

番号１でございます。 

申請人（美甘）は、同居家族の車が増えたが、敷地が狭く駐車場所に困っているこ

とや市道から居宅までの進入路の幅員が狭小で大変不便であることから、市道に接

している申請地、田１筆２９７㎡に、車庫を設置し、住宅用地にするため、転用申

請するものです。農地区分は、２種農地と判断されます。転用に伴う費用は、２０

０万円。費用の内訳として、自己資金２００万円。添付書類は、土地利用計画図、

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します。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、３７番推進委員さんから説明をお願い

いたします。 

３７番推進委員 議長。 

議 長   はい、３７番推進委員。 

３７番推進委員 ３７番でございます。 

番号１の案件につきまして説明いたします。 

１２月５日に自宅に行きまして、申請人さんに聞き取り調査をいたしました。この

転用しようとする詳細でございますが、申請人は現在軽トラック１台、普通乗用車

２台、計３台の車を所有しておりますが、この３台でやっと駐車できるのが現状で

ございます。このたび申請人のお孫さんの就職が決まりまして、来年春から勤めに

行き、通勤に車を１台増やすということによって既存の駐車場及び車庫が手狭にな

りましたので、今回の申請によりまして自宅横の市道に面した田んぼを駐車場にし

て、一応簡易なカーポートの車庫を建設することによって駐車場の手狭さを解消す

るものでございます。申請地の位置でございますが、国道１８１号線の延風停留所

より集落に約１００ｍほど入ったところでございました。現状の状況でございます

が、東が市道、西が宅地、南が宅地、北が市道で、申請者の車庫をすることによっ

ての周辺農地への影響はありません。その他指摘事項はありませんので、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２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２でございます。 

申請人（八束）は、自動車整備業を営んでおり、申請地に隣接した場所に車両置場

を整備していますが、使用している車両置場が手狭となったため、申請地、田１筆

１，３４２㎡のうち４９０㎡を、露天車両置場にするため、転用申請するもので

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、既存の施設

の拡張に係る部分の敷地の面積が既存の施設の敷地面積の２分の１を超えないもの

に限るに該当しています。転用に伴う費用は、土地造成１００万円。費用の内訳と

して、自己資金１００万円。添付書類は、土地利用計画図、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

よろしくお願いします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、１３番委員さんから説明をお願いいた

します。 

１３番委員 議長。 

議 長   はい、１３番委員。 

１３番委員 １３番です。 

番号２について、去る１２月１日、申請人立会いの下、現地確認をしておりますの

でご報告いたします。申請人は、今ご紹介がありましたように自動車販売業を営ん

でおりますが、業務を拡大していくにつれ駐車スペースが不足するに至り、現在の

駐車場を拡大申請するものです。申請地の位置ですが、真庭市蒜山振興局のおよそ

１キロ東に位置し、ホームセンターコメリ蒜山店のほぼ真向かいに位置します。周

囲の状況は、東が田、西が私道、南が中国電力変電所、北が市道となっておりま

す。東に田がありますが、ここ数年作付はなされておらず、自己保全管理をされて

いるようであります。また、車両置場ですので日照、通風に支障はないと思われま

す。その他指摘事項もございませんので、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ページをご覧ください。 

番号３でございます。番号３は追認案件でございます。 

申請人（川上）は、親族が亡くなられたことを機に夫婦で帰省され、家業である花

の栽培を継承されています。帰省に伴い所有している車も持ち帰りましたが、実家

の車庫には保管し切れず車庫が必要となったため、田１筆１，５９７㎡のうち２４

２㎡を、住宅用地にするため、転用申請するものです。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土地の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、土地造成１００万円、建物施設５００万円。費用
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の内訳として、自己資金６００万円。添付書類は、土地利用計画図、平面図、立面

図、被害防除計画書が添付されています。申請地周辺に影響を受ける農地はござい

ません。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、１８番委員さんから説明をお願いいた

します。 

１８番委員 議長。 

議 長   はい、１８番委員。 

１８番委員 １８番です。 

この件につきまして、１１月２８日に申請人立会いの下で現地を確認してきまし

た。引っ越しの予定があり、この申請された車庫は物置兼車庫として２４２㎡にコ

ンクリートを打ち、７２㎡に車庫を建てたものであります。現地は蒜山堆肥センタ

ーの北西約８００ｍの場所で、周囲の状況は東が宅地、西が田、南が道路、北が

川。西側に農地がありますが転作されており、通風、日照に問題はないと思いま

す。その他指摘事項もありませんので、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＞ 

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６３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６３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６４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。 

事務局主幹 議長。 

議 長   はい、事務局。 

事務局主幹 議案第６４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３件となっております。 

５ページをお開きください。 

番号１でございます。 
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申請人、譲受人（北房）は、現在の駐車場が子供の成長とともに手狭となったた

め、畑１筆１６６㎡を、譲渡人（北房）から譲り受け、露天駐車場として転用申請

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

３０万円、土地造成３０万円。資金の内訳として、自己資金６０万円。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、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。 

議 長   はい、２３番推進委員。 

２３番推進委員 現地調査の報告をさせていただきます。 

議案番号１番につきまして、去る１２月２日、譲受人の父親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れども、事務局から説明があったとおり手

狭ということで、駐車場の新設を検討されているということでございました。申請

地は、譲渡人が耕作は一部しかしてなくて、草刈りなどの管理はされておりまし

た。そこで話がまとまったことで申請を行いました。申請地の位置は、譲受人住宅

の北側に隣接しております。周囲の状況は、東、道路、西、畑、南、住宅、北、畑

というふうになっております。周辺農地への影響ですけれども、先ほど言いました

譲渡人の畑が一部残りますけれども、北側の住宅に近いところで一部耕作をしてお

られますので影響はないと考えられます。また、排水は申請地の西側に水路を設置

することとなっております。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について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主幹 番号２でございます。 

申請人、譲受人（落合）は、宅地建物取引業を営んでおり、申請地周辺地域の宅地

化も進んでいることから、田１筆８７５㎡を、譲渡人（落合）から譲り受け、建て

売り分譲地に整備するため、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５３０万円、土地造成４００万円、建物施設

３，６００万円。資金の内訳として、借入金４，５３０万円。建蔽率は２４％。３

区画で３棟の建て売り計画となっており、３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。この案件につ

きましては、特定建築条件付売買予定地となっており、一定条件を満たす場合には

建築条件付で土地を売買するケースであっても転用が認められることとなっており

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。 
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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。 

番号２について、１２月３日に現地確認を行いました。転用しようとする詳細です

が、事務局が先ほどおっしゃったとおりで、譲受人は宅地を探していたところ、譲

渡人と話がまとまり、申請するものであります。申請地の位置等ですけど、セブン

－イレブン落合福田店より約１００ｍに位置し、近くでは高田医院の北の市道に面

しております。周辺の状況ですが、東が市道、西が家、南が田んぼ、北が進入路で

隣が家ということになっております。周辺農地への影響ですが、隣接地に農地があ

りますが、日照、通風に支障を来すことはないと思います。水利組合にも同意を得

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３について事務局の説明をお願いいたします。 

事務局主幹 ６ページをお開きください。 

番号３でございます。 

申請人、譲受人（市内法人）は、不動産業を営んでおり、このたびこの地域に宅地

購入者の問合せが多いことから、この地域に分譲住宅を建設するため土地を探して

いたところ、申請地所有者との話がまとまったため、申請地、田３筆、合計１，５

２９．２５㎡を、譲渡人（落合）から譲り受け、分譲宅地５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６５

０万円、土地造成１，０００万円。資金の内訳として、借入金１，６５０万円。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、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 議長。 

議 長   はい、２７番推進委員。 

２７番推進委員 ２７番推進委員です。 

議案第６４号の番号３についてご説明申し上げます。 

１１月２９日の日に譲渡人に電話でお話を伺いました。譲渡人によりますと、申請

の水田なんですが、水利の面でなかなか水もたまりにくい、そして近隣住宅による

生活排水も入ってくるということで不便を感じておりました。また、自宅周辺にあ

る水田で十分にお米も確保できることもあり、この水田を手放してもええというこ
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とになり、譲受人である不動産業者の方に相談したということです。１１月３０日

に譲受人に電話いたしまして、話がまとまった状態で宅地に転用することで合意し

たということでした。申請の農地は国道から１００ｍほど奥に入っており、中学校

のグラウンドのすぐそばにあり、医院、コンビニ、スーパーなど全て近くにあり、

宅地の立地としては申し分ないと思っております。また、周囲は、北は今言いまし

た中学校のグラウンドの市道です、東西は住宅、南に水田がありますが、南側です

ので日照に何ら問題はないと思います。 

以上です。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

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６４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６４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６５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６５号について、７ページをお開きください。 

議案第６５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１２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９０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、お目通しをお願いします。 



13 

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。 

１番委員  すみません。 

議 長   はい、どうぞ。 

１番委員  １３ページの６０７１－１というやつなんですけども、倉敷から来てできるんです

かと思って、水稲って書いてあるから。 

議 長   何ページ、もう一回いいですか。 

１番委員  １３ページの上から２番目、７１－１、倉敷の方。 

事務局主事 失礼します。こちらは新規ではなく更新なんですけれども、倉敷から来れますかと

いうことで電話確認をさせてもらっているんですけど、以前から旦那さんと通作に

来られてるそうなので、そこは大丈夫と思われます。 

以上です。 

１番委員  大丈夫ならいいです。 

議 長   ほかにはございませんか。 

＜「質疑なし」の声＞ 

議 長   ないようです。 

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６５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６５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、報告第２９号、農地転用の制限の例外に係る届出についてを

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 １５ページをお開きください。 

報告第２９号、農地転用の制限の例外に係る届出については、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。 

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２９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
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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。 

３１番推進委員 議長。 

議 長   はい、どうぞ。 

３１番推進委員 ３１番推進委員です。 

１つ委員会のほうへお願いがあるんですが、例えば３ページをお開きいただいて、

どこを開いていただいてもいいんですが、地元の方ならどちらの方向が北でどちら

の方向が南でというふうな、現地に行かれた推進委員の方は当然分かると思います

が、前々回からずっと思っとったんですが、この航空写真と現地の区割り図だけで

は、これはどちらが北であるかという表示がありません。よって、推進委員が説明

されるときに東は何で、西は何で、南は何でと言われましても、すぐぴっと解釈し

づらいという状況が私は個人的にはございました。そこでお願いしたいのは、はっ

きりとどちらが北でどちらが南でという方向をこの地図上に示していただきたいと

いうことがあります。来月の会議のほうでそういう方向で示していただければ、あ

る程度どちらが北、東西南北が分かる。例えば３ページの右側の図でしたら、どち

らが北かどちらが南か分かりませんけど、例えば３２５が南のほうだったとしたら

当然反対側は北になるわけですから、北の方向はこっちですよというふうにある程

度解釈ができます。それと、もう一つ付け加えて説明されるときに、例えば１つだ

けでもいいですが、南側が３２５だとすると南側は３２５－２というような、括弧

書きでもいいですが、そういう形で１か所だけでも推進委員のほうで説明されると

きに説明していただければ、よりはっきりと分かるんじゃないかなというふうに感

じております。 

以上、よろしくお願いします。 

議 長   事務局、お願いします。 

事務局次長 失礼いたします。航空写真の方角についてお答えいたしますと、これまでも、そし

てこれからも、この議案に載せている地図は上が北ということでご理解いただきた

いと思います。 

その上で方角をということでありましたら検討させていただきたいと思います。 

３１番推進委員 それでしたら、要するにＮの矢印をして、こうやりますが、こちらが北とか南とか

という、それをつけてください。 

事務局次長 検討させてください。 

１２番委員 いや、だけどそれはもう文書上で決まっとるでしょう、大体地図とかというのは上

が北ですよというふうになっとるはずで。 

事務局次長 航空写真の方角を変えることはできませんので、切り取ったものをそのまま貼り付

けております。 

１２番委員 それをいじったときに北のＮの方向が要るわけであって、通常は今も文書上で地図

の表記とかが要るものは上が北ですよというふうにもう決まっとるわけですから。 
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事務局次長 そのとおりです。 

３１番推進委員 そうですけど、切り取っとるから余計分かりにくい。 

２番委員  それでええと思いますよ。 

事務局次長 検討させていただきますが、航空写真を回転させることはありませんので、これか

らも、これまでと同様のやり方で作成したいと思っております。 

議 長   一応検討するということでありますんで、それはしたいというふうに思います。 

ほかにはございませんか。 

＜「なし」の声＞ 

議 長   ないようです。 

それでは、閉会したいというふうに思いますが。 

その他、どうぞ。 

４番委員  いいですか。 

議 長   はい。 

４番委員  ごめんなさい、全然違うことですが２点あります。 

先々月、１０月のときに農地利用状況調査の実施に伴って対象農地を限定した状態

で、必要なところに対して通知を出していく方法でいいんでないかということで、

そういたしますという文書をいただいております。それに加えてお願いといいます

か、方法といいますか、こんなんどうだろうと思う件があります。本当に営農地の

真ん中にあるようなほんまの遊休農地、これから回復したい農地に対して、これか

ら通知を出していっていただきます。往々にして、そういうところは住所がよそに

あっておられたり、それからもう頑として、何ぼ言うてもちゃんとしてくださらな

い人が、いろんな理由があって長年そうなってるところが多いと思います。ですか

ら、そういう部分について数は減らすけれども、これからはこのアンケートという

よりも促し文書というものを複数回、一度して駄目、音沙汰がないんやったら、も

う一遍別の文書で、例えば管理義務をもっと課すとか、管理を促すとか、そんなふ

うな別の文書を考えて複数回タッチしていくような方法で、これから利用状況調査

の効果的方法を、前に会長もおっしゃってましたね。効果が上がる形で事務局とし

てはお手間を取っていただきたいなと思いました。それが１点です。 

それから、もう一点は、さっき今回の議会で市長答弁してたみたいでしたね。あ

れ、ああいうことっていうのは私たちの仕事が議会という場面であんなふうな説明

をされてるわけですよね。それを私たち担当している人間たちも何か知りたいんで

すよね。さっきのいい文章の言葉をコピーでいただけません。というのは、自分た

ちの仕事が議会という場面でどんなふうに皆さんが周知してくださるんか、知って

くださるんか。それは日頃この仕事にタッチしている者にとっては知りたいことな

んですよね。よかったらお願いいたします。 

１２番委員 すみません、もう一点。連絡事項の１番なんですけども、農地の売買に関する相談

についてということで説明がありました。これはこちらの農業委員会のほうに報告
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するときに、農業日誌とかありますよね、ああいうもので報告するのか、それとも

何と何と何をと聞いてほしいんですよ。それで持ってこちらに届けてくださいと言

われれば、例えば地番とか、所有者の名前、相談を受けた年月日とか、いろんなこ

とがあるんであれば、それをこういう用紙で届けてくださいよというようなことが

あれば、それをいつかくだされば、それによって事務局のほうへ報告するというこ

とでいけるのではないかと思いますけど、よろしくお願いします。 

議 長   ほかにはありませんか。 

＜「なし」の声＞ 

議 長   ないようです。 

答弁はまたしてください。 

それでは、１２月総会を閉会したいと思いますけど、次回１月総会は１月１２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００分 閉会） 

 

 


