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出雲市農業委員会（第２期）第３０回総会 議事録 

 

 

「農業委員会等に関する法律」第２７条第１項の規定に基づき会長が総会を招集。 

 

１ 日時  令和５年(2023)１月２６日（木） 午後１時２６分から午後２時５０分 

 

２ 場所  出雲市役所 ３階 庁議室 

 

３ 出席委員（２３名） 

  大梶 泰男  松本 尚幸  原 孝治   河原 基   岡田 征記   

  落合 光啓  佐野 芳夫  松井 幸男  岡 正    水 壯       

  石飛 忠宏  渡部 靖司  上野 正夫  天野 明浩  塩野 一男   

  板垣 房雄  今岡 充   持田 守夫  江角 昭夫  伊藤 美樹   

  青木 敏男  若槻 博美  遊木 龍治   

   

４ 欠席委員（１名） 

石飛 政樹   

 

５ 提出議題 

⑴  報告事項 

報第１０１号 会長専決処分の報告 

報第１０２号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報第１０３号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

報第１０４号 農地法第３条の規定による許可の取消について 

 

⑵  議案審議 

  議第２０１号 農業経営基盤強化促進法に係る農用地利用集積計画の決定について 

議第２０２号 農地法第３条の規定による許可の決定について 

議第２０３号 農地法第４条の規定による許可の決定及び承認について 

議第２０４号 農地法第５条の規定による許可の決定及び承認について 

議第２０５号 非農地証明について 

議第２０６号 農地法第３条第２項第５号による別段面積について 

（農地法施行規則第１７条第２項） 
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 会長あいさつ 

 

６ 議事  

会長が議長を務め、総会の開会を宣する。出席者が過半数を超え会議の成立を宣する。 

署名委員に１４番上野正夫委員、１６番塩野一男委員を指名する。 

 

議  長   それでは、お手元の次第にしたがって進行いたします。 

報告事項、報第１０１号会長専決処分の報告、報第１０２号農地法第１８

条第６項の規定による通知について、報第１０３号農地法第３条の３第１項

の規定による届出について 報第１０４号農地法第３条の規定による許可の

取消について、を一括して報告します。 

       報第１０１号会長専決処分について、報告いたします。第２９回総会で承

認いたしました案件で、島根県農業会議に意見を聴く案件、農地法第４条１

件、第５条４件については、島根県農業会議第８２回常設審議委員会に諮問

し、許可相当との答申をいただいております。そのため、農地法第４条１件、

第５条４件を、常設審議委員会における決定日の１月１０日付けで許可決定

しております。 

       また、第２９回総会で承認いたしました案件で、都市計画法第２９条第１

項に基づく開発行為の許可が未済のため、許可保留としていました農地法第

５条１件について、令和５年１月２５日付で開発行為の許可がありましたの

で、許可日と同日の令和５年１月２５日付で許可決定しております。以上、

報告といたします。 

 

議  長   続いて、報第１０２号農地法第１８条第６項の規定による通知について、

事務局から報告をお願いします。 

 

和泉主事   それでは、報第１０２号について、説明します。農地の賃貸借の解約等は、

原則的に県知事の許可が必要ですが、農地法第１８条第１項第２号で、貸し

手と借り手の合意による解約が、その農地の引渡しの期限前の６ヶ月以内に

成立した旨が書面において明らかな場合は契約終了の手続きができます。 

報告事項の１ページから２ページをご覧ください。今月は受付番号１１８

番から１２４番の７件の通知がありました。内訳としては、借人の都合が４

件、農地法３条申請のためが１件、中間管理機構への移行が１件、農地法５

条申請のためが１件となっています。農地の引渡しの時期が、解約の合意の

成立後６ヶ月以内であることを書面で確認しており、県知事の許可を要しな
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いものと考えます。以上報告といたします。 

 

議  長   続いて、報第１０３号農地法第３条の３第１項の規定による届出について、

事務局から報告をお願いします。 

 

和泉主事   それでは、報第１０３号農地法第３条の３第１項の規定による届出につい

て、ご説明いたします。農地法第３条の３において、「相続」や、「時効取得」

などの、農地法の許可を要しない権利取得につきましては、権利を取得した

者は、農業委員会にその旨を届出しなければならないこととされています。

第３０回総会 報告事項の３ページから１３ページをご覧ください。この届

出の先月受付分は、受付番号１６１番から１８２番までの２２件でした。権

利の取得事由は、２２件全てが「相続」によるものでした。市外在住の相続

人からの届出などについては、備考欄に記載しております。受付番号１６５

番、１６６番は、あっせん希望がありましたので、担当農業委員さんに相談

をしています。なお、本届出の受理通知は届出書の到達があった日から４０

日以内とされております関係上、１月６日付けで通知を出しております。以

上、報告といたします。 

 

議  長   続いて、報第１０４号農地法第３条の規定による許可の取消について、事

務局から報告をお願いします。 

 

和泉主事   それでは、報第１０４号について説明いたします。報告事項１４ページを

ご覧ください。農地法３条の許可の取消願が１件ありました。受付番号８番

になります。令和３年８月２５日付で許可した案件です。許可を受けたのは

大社町杵築東の１筆で、譲受人は隣接の宅地とセットで購入し野菜を栽培す

る予定でしたが、第三者が隣接の宅地を購入することになり譲受人との売買

契約が成立しなくなったため、今回許可の取消を求められたものです。取消

願に係る許可を１月１０日付で取り消しております。取消し後は、宿泊施設

を建設する予定で、今月農地法 5条の申請をされていますので後ほど担当か

らご説明いたします。説明は以上です。 

 

議  長   報告事項について、一括して報告をいたしましたが、ご質問はございませ

んか。 

 

議  長   質問は無いものと認めます。 
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議  長   続いて、議案の審議を行います。議第２０１号農業経営基盤強化促進法に

係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。農業振興課

河井係長から内容について、説明をお願いします。 

 

河井係長   それでは、議第２０１号農業経営基盤強化促進法に係る農用地利用集積計

画の決定についてご説明いたします。農業経営基盤強化促進法第１８条第１

項の規定により、市は、農業委員会において「農用地利用集積計画」を決定

していただくこととなっておりますので、本案件の適否について、今総会で

のご判断をお願いいたします。それでは、１月３１日公告予定の集積計画の

概要をご説明いたします。お手元の農用地利用集積計画の２ページをご覧く

ださい。 

まず、賃借権の設定です。２ページ上の利用権設定合計の賃借権の行をご

覧ください。設定合計は１３１筆、２２１，５７９．６７㎡、うち新規の設

定が２３筆、３４，６０４㎡、再設定が１０８筆、１８６，９７５．６７㎡ 

です。この内訳については２ページの別表①の総計欄の一番下、合計をご覧

ください。相対分合計が、５９筆、９３，９５０．３７㎡、中間管理事業分

合計が、７２筆、１２７，６２９．３㎡、うち中間管理事業一括方式分が、

２３筆、５２，９３９㎡となっております。となっております。 

       続きまして、使用貸借権の設定です。２ページ上の利用権設定合計の使用

貸借権の行をご覧ください。設定合計は１７６筆、１８９，５５７㎡、うち

新規の設定が１６筆、１９，２９３㎡、再設定が１６０筆、１７０，２６４

㎡ です。この内訳については３ページの別表②の総計欄の一番下、合計ご

覧ください。相対分合計が、１７筆、２１，１２９㎡、中間管理事業分合計

が１５９筆、１６８，４２８㎡、すべて中間管理事業一括方式分となってお

ります。今月のすべての利用権設定の合計は、２ページ上の利用権設定合計

の総計欄の一番下、合計をご覧ください。３０７筆、４１１，１３６．６７

㎡です。その他 詳細な設定内容は、４ページ以降の各筆明細でご確認くだ

さい。 

       以上、今月の申請の案件は、出雲市における基本構想に適合するとともに、

権利者及び利用権の設定をうけた者が経営農地の全てを効率的に利用し、必

要な農作業に常時従事するものとして作成したものです。 

また、前回の総会で決定いただきました、農地中間管理事業の集積計画に

つきまして、お配りしております「農地中間管理事業による農用地利用配分

計画（案）」として公益財団法人しまね農業振興公社に提出いたしますのでご

確認ください。説明は、以上でございます。 
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議  長   それでは、議題となっています議第２０１号のうち、７件が農業委員関与

案件となります。その内、１５番天野 明浩委員の関与案件が、１７ページ

の１９３番、となります。それでは、１５番天野 明浩委員の関与案件１件

を先議案件といたします。農業委員会等に関する法律第３１条の規定により、

１５番天野 明浩委員が除斥となります。 

 

議  長   本先議案件について、ご質問、ご意見はございませんか。 

 

議  長   質問、意見は無いものと認めます。そういたしますと、議第２０１号のう

ち１５番天野明浩委員の関与案件１件の先議案件について承認される方の挙

手を求めます。 

 

議  長   挙手全員と認めます。よって、１５番天野明浩委員の関与案件１件を承認

します。ここで天野委員の除斥を解除いたします。 

 

議  長   続いて、４番原孝治委員の関与案件が、２６ページの２１９番から２２１

番の３件、となります。それでは、４番原孝治委員の関与案件３件を先議案

件といたします。農業委員会等に関する法律第３１条の規定により、４番原 

孝治委員が除斥となります。 

 

議  長   本先議案件について、ご質問、ご意見はございませんか。 

 

議  長   質問、意見は無いものと認めます。そういたしますと、議第２０１号のう

ち４番原孝治委員の関与案件３件の先議案件について承認される方の挙手を

求めます。 

 

議  長   挙手全員と認めます。よって、４番原孝治委員の関与案件４件を承認しま

す。ここで原委員の除斥を解除いたします。 

 

議  長   続いて、９番松井 幸男委員の関与案件が、３４ページの２４２番から２

４３番の２件、となります。それでは、９番松井幸男委員の関与案件２件を

先議案件といたします。農業委員会等に関する法律第３１条の規定により、

９番松井幸男委員が除斥となります。 

 

議  長   本先議案件について、ご質問、ご意見はございませんか。 

 



6 

 

議  長   質問、意見は無いものと認めます。そういたしますとそういたしますと、

議第２０１号のうち９番松井 幸男委員の関与案件２件の先議案件について

承認される方の挙手を求めます。 

 

議  長   挙手全員と認めます。よって、よって、９番松井幸男委員の関与案件２件

を承認します。ここで松井委員の除斥を解除いたします。 

 

議  長   続いて、１６番塩野一男委員の関与案件が、３６ページの２４５番となり

ます。それでは、１６番塩野一男委員の関与案件１件を先議案件といたしま

す。農業委員会等に関する法律第３１条の規定により、１６番塩野一男委員

が除斥となります。 

 

議  長   本先議案件について、ご質問、ご意見はございませんか。 

 

議  長   質問、意見は無いものと認めます。そういたしますと、議第２０１号のう

ち１６番塩野一男委員の関与案件１件の先議案件について承認される方の挙

手を求めます。 

 

議  長   挙手全員と認めます。よって、１６番塩野一男委員の関与案件１件を承認

します。ここで塩野委員の除斥を解除いたします。 

 

議  長   続きまして、議第２０１号のうち、先ほどの先議案件７件を除くすべての

案件についてご質問、ご意見はございませんか。 

 

石飛忠宏委員 議席番号１２番の石飛です。資料の２９ページから３１ページに多くの筆

に同じ有限会社が利用権を設定していますが、どういった会社で、どういっ

た経過ですか。 

 

河井係長   この会社は、大社町修理免に所在する会社で、主に大社町遙堪や菱根で農

地を集約しておられますが、今回申請地で円滑化事業が終わるのにあたり、

耕作者が変わられたものです。 

 

松本委員   議席番号３番の松本です。今回大社地域の事業者さんが、長浜地区で営農

されるところですが、地区内で耕作者が見つからずお世話になることになり、

長浜地区としても喜んでいるところです。 
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石飛忠宏委員 分かりました。ありがとうございました。 

 

議  長   他にご質問、ご意見はございませんか。 

 

議  長   質問、意見は無いものと認めます。そういたしますと、議第２０１号のう

ち、先議案件７件を除くすべての案件について承認される方の挙手を求めま

す。 

 

議  長   挙手全員と認めます。よって、議第２０１号のうち、先議案件７件を除く

すべての案件について承認します。 

 

議  長   次に、議第２０２号農地法第３条の規定による許可の決定について、を議

題といたします。事務局から内容について、説明をお願いします。 

 

和泉主事   それでは、議第２０２号 農地法第３条の規定による許可の決定につい

て、ご説明いたします。第３０回総会議案の１ページの左側の欄をご覧く

ださい。今月は、所有権移転の申請が７件ありました。個別の事案につい

てご説明いたします。２ページから３ページをご覧ください。 

受付番号９５番について説明します。譲渡人は、県外在住による耕作不

便のため、近隣農地耕作者である受人に譲渡するものです。所有権移転後

は、受人が自己所有地と一体的にぶどうを栽培される計画です。 

つづいて、受付番号９６番について説明します。譲渡人は、規模縮小の

ため、近隣農地耕作者である受人に譲渡するものです。所有権移転後は、

受人が牧草を栽培される計画です。 

つづいて受付番号９７番、９８番は譲受人が同じですので合わせて説明

します。譲渡人は、それぞれ労力不足のため、近隣農地耕作者である受人

に譲渡するものです。所有権移転後は、受人が野菜を栽培される計画です。 

つづいて受付番号９９番について説明します。譲渡人は、市外在住によ

る耕作不便のため、近隣居住者である受人に譲渡するものです。所有権移

転後は、受人がえごまを栽培される計画です。 

つづいて受付番号１００番について説明します。譲渡人は、規模縮小の

ため、従来からの耕作者である受人に譲渡するものです。所有権移転後は、

受人が野菜や果樹を栽培される計画です。 

つづいて受付番号１０１番について説明します。譲渡人は、規模縮小の
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ため、近隣農地耕作者である受人に譲渡するものです。所有権移転後は、

受人が水稲を栽培される計画です。 

以上、受付番号９５番から１０１番については、４ページから５ページ

の調査書に記載しておりますとおり、農地法第３条２項各号 不許可には

該当しないため、許可要件のすべてを満たすと考えます。説明は以上です。 

 

議  長   ご質問、ご意見はございませんか。 

 

議  長   質問、意見は無いものと認めます。それでは、議第２０２号農地法第３

条の規定による許可の決定について、を承認される方の挙手を求めます。 

 

 

議  長   挙手全員と認めます。よって議第２０２号農地法第３条の規定による許可

の決定について、を承認いたします。 

 

議  長   次に、議第２０３号農地法第４条の規定による許可の決定及び承認につい

て、を議題といたします。事務局から内容について、説明をお願いします。 

 

後藤副主任  それでは、議第２０３号 農地法第４条の規定による許可の決定及び承認

について、ご説明いたします。第３０回総会議案の１ページをご覧ください。

今月は、２件の申請がありました。議案書は６ページ、説明資料は１ページ

から３ページ、参考資料は１ページ２ページをご覧ください。今月は、２月

に開催予定の第８３回常設審議委員会に諮問する予定の案件はありません。

それでは、個別の案件についてご説明いたします。 

議案書６ページの受付番号５１番についてご説明いたします。説明資料は、

１ページから３ページをご覧ください。渡橋町の田３筆です。詳細な位置に

つきましては、２ページの案内図でご確認ください。転用目的は、共同住宅

です。面積については、転用面積・事業面積がともに２、８７０㎡です。申

請地は、都市計画区域内の用途地域になります。農地区分は、第３種農地で

す。許可該当条項は、農地法施行規則第４４条第３号の「用途地域」に該当

します。事業計画についてご説明いたします。事業者は、申請地の近隣に居

住している個人です。この度、第１種住居地域に位置し、市中心部に近く住

居の需要が高い申請地を整備し、貸集合住宅１棟を建築する計画です。資金

計画につきましては、所要資金額２億７０００万円で、これに対する資金調

達は、全額借入金で賄う計画です。融資証明を確認しています。 
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今月は追認の案件が１件あります。受付番号５２番の案件は、平成５年頃

から農業用の物置、作業場、農業用機械及び資材の格納庫として使用してい

たものです。農用地区域内ですが、令和４年１１月に農業振興課に農地を農

業用施設用地として用途を変更し使用する申請を行い１２月に決定を行った

ところになります。申請は事後になりましたが、悪意はないものと判断して

います。転用許可基準は満たしており、事業者には始末書の提出を受け、農

地法に違反することのないよう指導しております。 

以上、受付番号５１番、５２番については、農地法に規定する不許可の要

件には該当しないものと認められます。説明は以上です。 

 

 

 

持田委員   議席番号１９番の持田です。受付番号５１番の案件は、駐車場の台数が多

いような気がしますが。 

 

後藤副主任  今回建設される共同住宅は３階建てになりますので、部屋数も多くなって

います。 

 

持田委員   わかりました。 

 

議  長   他にご質問、ご意見はございませんか。 

 

議  長   質問、意見は無いものと認めます。それでは、議第２０３号農地法第４条

の規定による許可の決定及び承認について、承認される方の挙手を求めます。 

 

議  長   よって議第２０３号の全案件を許可決定及び承認いたします。 

 

議  長   次に、議第２０４号農地法第５条の規定による許可の決定及び承認につい

て、を議題といたします。事務局から内容について、説明をお願いします。 

 

吉川主任   それでは、議第２０４号について、ご説明いたします。議案書の７ページ

から８ページ、説明資料の４ページから１２ページ、参考資料の３ページか

ら１８ページをご覧ください。今月は、所有権の移転のみ１１件の申請があ

りました。今月は、２月に開催予定の第８３回常設審議委員会に諮問する予

定の案件はありません。それでは、個別の案件についてご説明いたします。 

議案書７ページの受付番号２４３番です。説明資料の４ページから６ペー
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ジをご覧ください。転用場所は平田町の田２筆です。案内図は５ページです。

転用目的は、宅地分譲地です。面積は転用面積・所要面積ともに２，１７２

㎡です。権利の種類は、所有権の移転です。農地区分は、第３種農地です。

許可該当条項は、農地法施行規則第４４条第３号の「用途地域」に該当しま

す。事業計画についてご説明いたします。事業者は市内で宅地建物取引業を

営む法人です。この度、利便性の高い申請地を取得して宅地分譲地として利

用する計画です。資金計画については、所要資金額４，１００万円で、これ

に対する資金調達は自己資金の計画であり、証明を確認しています。 

次に、議案書８ページの受付番号２４７番です。説明資料の７ページから

９ページをご覧ください。転用場所は大社町杵築東の畑１筆です。案内図は

８ページです。申請地は、報第１０４号でご説明しておりますとおり、農地

法第３条の規定による許可を取消済です。転用目的は、宿泊施設です。転用

面積は１８０㎡、所要面積は１，２８２.７７㎡です。権利の種類は、所有権

の移転です。農地区分は、第３種農地です。許可該当条項は、農地法施行規

則第４４条第３号の「用途地域」に該当します。事業計画についてご説明い

たします。事業者は、旅館業を営む法人です。この度、観光客にとって利便

性の高い申請地を取得して旅館を建築する計画です。資金計画については、

所要資金額１億４，８００万円で、これに対する資金調達は自己資金の計画

であり、証明を確認しています。 

次に、議案書８ページの受付番号２４８番です。説明資料の１０ページか

ら１２ページをご覧ください。転用場所は斐川町学頭の田２筆です。案内図

は１１ページです。転用目的は、太陽光発電所です。面積は、転用面積・所

要面積ともに１，５２６㎡です。権利の種類は、所有権の移転です。農地区

分は、第２種農地です。許可該当条項は、農地法施行規則第４５条第２号の

「公共５００」に該当します。事業計画についてご説明いたします。事業者

は、市内で複数の産業用及び家庭用太陽光発電事業を営む法人です。この度、

山陰自動車道及び国道９号線に近接した申請地を取得し、太陽光発電施設を

建設する計画です。資金計画については、所要資金額９６０万９千円で、こ

れに対する資金調達は自己資金の計画であり、証明を確認しています。 

その他の案件については、議案書及び参考資料でご確認くださいますよう

お願いいたします。以上、受付番号２３８番から２４８番については、いず

れも農地法に規定する不許可の要件には該当しないものと認められます。説

明は以上です。 

 

議  長   ご質問、ご意見はございませんか。 
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議  長   質問、意見は無いものと認めます。それでは、議第２０４号農地法第５条

の規定による許可の決定及び承認について、を承認される方の挙手を求めま

す。 

 

議  長   挙手全員と認めます。よって、議第２０４号の全案件を許可決定及び承認

いたします。 

 

議  長   それでは、議第２０５号非農地証明について、を議題といたします。事務

局から内容について、説明をお願いします。 

 

山田次長   それでは議第２０５号、非農地証明の申請について説明します。議案書の

９ページ及び説明資料１３ページから１８ページをご覧ください。今月は３

件の申請がありました。 

 受付番号３０番について説明いたします。申請地については議案書９ペー

ジに載せております。また説明資料の１３ページの位置図及び付近案内図で

申請場所をご確認ください。詳細については、説明資料１４ページの現況写

真をご確認ください。申請地は３０年以上耕作をされず、樹木が生い茂って

山林の状態となっています。現地確認は１月１６日に板垣農業委員、山本推

進委員、事務局職員で行っています。 

受付番号３１番について説明いたします。申請地については議案書９ペー

ジに載せております。また説明資料の１５ページの位置図及び付近案内図で

申請場所をご確認ください。詳細については、説明資料１６ページの現況写

真をご確認ください。申請地は長期間耕作されず、原野の状態となっていま

す。現地確認は１月１６日に板垣農業委員、岩崎推進委員、事務局職員で行

っています。 

受付番号３２番について説明いたします。申請地については議案書９ペー

ジに載せております。また説明資料の１７ページの位置図及び付近案内図で

申請場所をご確認ください。詳細については、説明資料１８ページの現況写

真をご確認ください。申請地は３０年以上耕作をされず、樹木が生い茂って

山林の状態となっています。現地確認は１月１６日に石飛農業委員、岸推進

委員、事務局職員で行っています。 

３件の申請地は、農業的利用を図るための条件整備の予定はありません。

よって本案件は、非農地証明基準の「やむを得ない事情によって長期間耕作

放棄した土地で、その土地の周囲の状況からみて農地に復元しても継続して

利用することができないと認められる場合」に該当し、農地法第２条に規定

する農地以外のものであるとして非農地証明の対象となるものと考えます。 
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説明は以上です。 

 

議  長   事務局から説明がありましたが、板垣農業委員さん、補足はございますか。 

 

板垣委員    議席番号１７番の板垣です。３０番につきましては、かなり長い間耕作さ

れておらず、かなり木が生えており、山林化していました。３１番の案件に

ついては、ずっと長い間原野の状態で、耕作されていない土地でございます。

そういった現状でした。以上です。 

 

議  長   石飛農業委員さん、補足はございますか。 

 

石飛委員   議席番号１２番の石飛です。先ほど事務局から説明があったとおりでして、

どこが対象地なのかもわからないような山の状態でした。以上です。 

 

議  長   事務局及び担当農業委員から説明がありましたが、ご質問、ご意見はござ

いませんか。 

 

議  長   質問、意見は無いものと認めます。それでは、議第２０５号非農地証明に

ついて、承認される方の挙手を求めます。 

 

議  長   挙手全員と認めます。よって、議第２０５号非農地証明について、を承認

いたします。 

 

議  長   それでは、議第２０６号農地法第３条第２項第５号による別段面積につい

て、を議題といたします。事務局から内容について、説明をお願いします。 

 

和泉主事   それでは、議第２０６号 農地法第３条第２項第５号による別段面積につ

いて、ご説明いたします。議案の１０ページから１７ページをご覧ください。

出雲市農業委員会では、特定の農地について、別段面積の適用について審議

し、一筆ごとに下限面積を設定できるようになっております。これは、農家

の高齢化、後継者がいない、所有者が遠隔地にいるなどの理由により、耕作

が困難で将来的にも耕作されないと見込まれる農地について、「非農家の方が

耕作したい」という場合に、筆ごとに指定し、別段面積を１０アール以下に

設定するものです。今回は、２６件、３０筆の農地について、土地所有者か

ら適用希望の申出がありました。申出地につきましては、事前に該当地区の

農業委員及び農地利用最適化推進員と事務局職員で現地の状況を確認してお
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ります。個別の事案について、説明いたします。説明資料の１９ページから

７０ページをご覧ください。 

受付番号１番は、大津町の土地１筆です。土地所有者は、高齢による労力

不足のため、近隣居住者から取得希望が出ております。現地確認については

１１月２１日に遊木農業委員及び農地利用最適化推進委員１名と事務局職員

で行いました。取得後は、白菜や大根などの野菜を栽培される計画です。 

受付番号２番は、矢野町の土地１筆です。土地所有者は、就労による労力

不足のため、近隣居住者から取得希望が出ております。現地確認については、

１２月６日に松井農業委員及び農地利用最適化推進委員１名と事務局職員で

行いました。取得後は、季節野菜を栽培される計画です。 

受付番号３番は、平野町の土地１筆です。土地所有者は、高齢による労力

不足のため、近隣居住者から取得希望が出ております。現地確認については、

１１月３０日に若槻農業委員及び農地利用最適化推進委員１名と事務局職員

で行いました。取得後は、季節野菜を栽培される計画です。 

受付番号４番は、上島町の土地２筆です。土地所有者は、県外在住による

耕作不便のため、近隣居住予定者から取得希望が出ております。現地確認に

ついては１１月２１日に遊木農業委員及び農地利用最適化推進委員２名と事

務局職員で行いました。取得後は、季節野菜を栽培される計画です。 

受付番号５番は、上島町の土地１筆です。土地所有者は、高齢による労力

不足のため、土地所有者の親戚から取得希望が出ております。現地確認につ

いては１１月２１日に遊木農業委員及び農地利用最適化推進委員２名と事務

局職員で行いました。取得後は、季節野菜を栽培される計画です。 

受付番号６番は下古志町の土地１筆です。土地所有者は、高齢による労力

不足のため、近隣農地耕作者から取得希望が出ております。現地確認につい

ては１１月２４日に原農業委員及び農地利用最適化推進委員２名と事務局職

員で行いました。 取得後は、隣接する自己所有地と一体的に野菜や果樹を

栽培される計画です。 

受付番号７番は、知井宮町の土地３筆です。土地所有者は、自宅から通い

にくいことによる耕作不便のため、近隣居住者から取得希望が出ております。

現地確認については、１１月２４日に原農業委員及び農地利用最適化推進委

員２名と事務局職員で行いました。取得後は、季節野菜を栽培される計画で

す。 

受付番号８番は、神西沖町の土地１筆です。土地所有者は、狭小かつ他の

耕作地から離れていることによる耕作不便のため、近隣居住者から取得希望

が出ております。現地確認については、１１月２９日に石飛政樹農業委員及

び農地利用最適化推進委員２名と事務局職員で行いました。取得後は、ブル
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ーベリーを栽培される計画です。 

受付番号９番と１０番は農地の交換です。受付番号９番は、近隣農地耕作

者から取得希望が出ており、取得後は、ブロッコリーを栽培される計画です。

受付番号１０番は、近隣居住者から取得希望が出ており、取得後は、キャベ

ツを栽培される計画です。現地確認については、１１月２９日に石飛政樹農

業委員及び農地利用最適化推進委員２名と事務局職員で行いました。 

受付番号１１番は、荒茅町の土地１筆です。土地所有者は、面積が狭小で

あることによる耕作不便のため、近隣農地耕作者から取得希望が出ておりま

す。現地確認については、１２月１日に松本農業委員及び農地利用最適化推

進委員１名と事務局職員で行いました。取得後は、隣接する自己所有地と一

体的にジャガイモや果樹を栽培される計画です。 

受付番号１２番は、平田町の土地１筆です。土地所有者は、高齢による労

力不足のため、近隣居住者から取得希望が出ております。現地確認について

は、１１月２２日に岡農業委員及び農地利用最適化推進委員１名と事務局職

員で行いました。取得後は、野菜を栽培される計画です。 

受付番号１３番は、平田町の土地１筆です。土地所有者は、高齢による労

力不足のため、近隣居住者から取得希望が出ております。現地確認について

は、１１月２２日に岡農業委員及び農地利用最適化推進委員１名と事務局職

員で行いました。取得後は、野菜を栽培される計画です。なお、一部は取得

希望者の自宅への進入路として転用許可申請の予定です。 

受付番号１４番は、湖陵町大池の土地１筆です。土地所有者は、就労によ

る労力不足のため、近隣居住者から取得希望が出ております。現地確認につ

いては、１２月１日に石飛忠宏農業委員及び農地利用最適化推進委員１名と

事務局職員で行いました。取得後は、サツマイモなどの野菜を栽培される計

画です。 

受付番号１５番は、湖陵町大池の土地１筆です。土地所有者は、県外在住

による耕作不便のため、近隣の宅地購入者から取得希望が出ております。現

地確認については、１２月１日に石飛忠宏農業委員及び農地利用最適化推進

委員１名と事務局職員で行いました。取得後は、果樹を栽培される計画です。 

受付番号１６番は、大社町遙堪の土地１筆です。土地所有者は、県外在住

による耕作不便のため、近隣居住者から取得希望が出ております。現地確認

については、１２月８日に大梶農業委員及び農地利用最適化推進委員２名と

事務局職員で行いました。取得後は、季節野菜を栽培される計画です。 

受付番号１７番は、大社町北荒木の土地１筆です。土地所有者は、高齢に

よる労力不足のため、土地所有者の親戚から取得希望が出ております。現地

確認については、１２月９日に大梶農業委員及び農地利用最適化推進委員３
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名と事務局職員で行いました。取得後は、野菜を栽培される計画です。 

受付番号１８番は、斐川町上庄原の土地１筆です。土地所有者は、市外在

住による耕作不便のため、近隣の宅地購入者から取得希望が出ております。

現地確認については、１２月８日に伊藤農業委員及び農地利用最適化推進委

員１名と事務局職員で行いました。取得後は、サツマイモなどの野菜を栽培

される計画です。 

受付番号１９番は、斐川町上庄原の土地１筆です。土地所有者は、体調不

良による労力不足のため、近隣居住者から取得希望が出ております。現地確

認については、１２月８日に伊藤農業委員及び農地利用最適化推進委員１名

と事務局職員で行いました。取得後は、野菜を栽培される計画です。 

受付番号２０番は、斐川町出西の土地１筆です。土地所有者は、県外在住

による耕作不便のため、近隣居住者から取得希望が出ております。現地確認

については、１２月５日に岡田農業委員及び農地利用最適化推進委員２名と

事務局職員で行いました。取得後は、野菜を栽培される計画です。 

受付番号２１番は、斐川町求院の土地１筆です。土地所有者は、高齢によ

る労力不足のため、近隣居住者から取得希望が出ております。現地確認につ

いては、１２月５日に岡田農業委員及び農地利用最適化推進委員２名と事務

局職員で行いました。取得後は取得希望者が経営している飲食店で提供する

玉ねぎやカボチャ、ブルーベリーを栽培される計画です。 

受付番号２２番は、斐川町求院の土地１筆です。土地所有者は、自宅から

離れていることによる耕作不便のため、近隣居住者から取得希望が出ており

ます。現地確認については、１２月５日に岡田農業委員及び農地利用最適化

推進委員２名と事務局職員で行いました。取得後は大根や玉ねぎなどの野菜

を栽培される計画です。 

受付番号２３番は、斐川町富村の土地１筆です。土地所有者は、怪我をし

たことによる労力不足のため、土地所有者の弟から取得希望が出ております。

現地確認については、１１月１８日に青木農業委員及び農地利用最適化推進

委員２名と事務局職員で行いました。取得後は、季節野菜や果樹を栽培され

る計画です。 

受付番号２４番は、斐川町鳥井の土地２筆です。土地所有者は、県外在住

による耕作不便のため、近隣の宅地購入者から取得希望が出ております。現

地確認については、１１月１８日に青木農業委員及び農地利用最適化推進委

員２名と事務局職員で行いました。取得後は、季節野菜を栽培される計画で

す。 

受付番号２５番は、斐川町原鹿の土地１筆です。土地所有者は、県外在住

による耕作不便のため、近隣の宅地購入者から取得希望が出ております。現
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地確認については、１１月２２日に佐野農業委員及び農地利用最適化推進委

員１名と事務局職員で行いました。取得後は、野菜を栽培される計画です。 

受付番号２６番は、斐川町三分市の土地１筆です。土地所有者は、県外在

住による耕作不便のため、近隣の宅地購入者から取得希望が出ております。

現地確認については、１１月２４日に江角農業委員及び農地利用最適化推進

委員１名と事務局職員で行いました。取得後は、季節野菜を栽培される計画

です。 

個別事案の説明は以上になります。委員のみなさまにおかれましては、お

忙しい中、現地確認にご協力いただきありがとうございました。 

なお、農地法の改正により下限面積要件が無くなることについては、この

後で説明させていただきます。以上で説明を終わります。 

 

議  長   ご質問、ご意見はございませんか。 

 

岡委員    議席番号１０番の岡です。近隣の宅地購入者の申請のうち、県外の人がお

られますが、住んではおられない状況ですか。 

 

和泉主事   許可後に引っ越しをされる予定です。 

 

岡委員    わかりました。耕作されるか心配でしたので。 

 

和泉主事   引っ越した後に耕作されることを申請の段階で確認しています。改めて３

条申請をされる際にも確認をいたします。 

 

岡委員    よろしくお願いします。 

 

議  長   他にご質問、ご意見はございませんか。 

 

議  長   質問、意見は無いものと認めます。それでは、議第２０６号農地法第３条

第２項第５号による別段面積について、承認される方の挙手を求めます。 

 

議  長   挙手全員と認めます。よって議第２０６号農地法第３条第２項第５号によ

る別段面積について、を承認いたします。 

 

議  長   予定していた議事は終了しました。 

以上をもって、本日の全ての議事日程を終了いたします。 
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議長が、総会の閉会を宣する。 午後２時５０分 

 

 

議事に参与した者の職、氏名 

 農業委員会事務局 

  藤原事務局長、山田次長、吉川主任、後藤副主任、和泉主事 

 農業振興課 

  農地利用調整係 河井係長 

 

以上、会議の顛末を記録し、その相違なきことを証するため署名する。 

 

 

 議  長 

 

       ―――――――――――――—―――――――――――― 

 

 署名委員 

 

       ―――――――――――――—―――――――――――― 

 

 署名委員 

 

       ―――――――――――――—―――――――――――― 

 

 

 


