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出雲市農業委員会（第２期）第９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３年(2021)４月２６日（月） 午後１時３０分～午後２時２５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  石飛 政樹  松本 尚幸  原 孝治   河原 基 

岡田 征記  佐野 芳夫  松井 幸男  岡 正    水 壯 

石飛 忠宏  渡部 靖司  上野 正夫  神田 伯   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） 

  落合 光啓 

 

５ 提出議題 

⑴  報告事項 

報第２３号 会長専決処分の報告 

報第２４号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報第２５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２６号 農地法第４条の規定による農地等の許可の取消について 

⑵  議案審議 

議第５０号 出雲市農業委員会事務局処務規程の改正について 

議第５１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５２号 農地法第３条の規定による農地等の許可申請決定について 

議第５３号 農地法第４条の規定による農地等の許可申請決定及び承認について 

議第５４号 農地法第５条の規定による農地等の許可申請決定及び承認について 

議第５５号 農地転用事業計画変更申請決定について 

議第５６号 非農地証明について 
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 会長あいさつ 

 

６ 議事  

大梶会長が、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。 

署名委員に議席番号１８番の今岡充委員と１９番の持田守夫委員を指名する。 

 

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２３号会長専決処分の報告、報第２４号農地法第１８条 

第６項の規定による通知について、報第２５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２６号農地法第４条の規定による農地等の許可

の取消について、一括して報告します。 

 

議  長   報第２３号会長専決処分について、報告いたします。 

先ず、第８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件及び農地法第５条１０件については、４月１２日

開催の島根県農業会議第６１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。農地法第４条１件及び農地法第５条１０件を、常設

審議委員会当日の４月１２日付けで許可決定しております。 

次に、出雲農業振興地域整備計画の変更決定後に許可をすることとしてい

た案件、第７回総会の農地法第４条１１件、第５条４１件、第８回総会の農

地法第４条１件、第５条６件については、除外の決定日と同日の３月３０日

付け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２４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。 

 

後藤主事   報第２４号について、ご説明いたします。 

報告事項の１～３ページをご覧ください。 

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か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。 

今月は、受付番号１～２０番の２０件の通知がありました。内訳としては、

貸人の都合によるものが３件、耕作者の変更のためが７件、担い手による農

地集積のためが１件、農地法３条申請のためが１件、農地法５条申請のため
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が１件、中間管理事業への移行のためが７件です。 

農地の引渡しの時期が、解約の合意の成立後６か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２５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。 

 

高橋副主任  報第２５号について、ご説明いたします。 

報告事項の４～１２ページをご覧ください。 

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。 

この届出の先月受付分は、受付番号１～２１番までの２１件でした。 

権利の取得事由は、２１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８番については、あっせん希望がありましたので、担当農業委員

さんに相談しています。 

なお、（農地法関係事務処理要領の第３の３、留意事項にかかる）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、４月５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２６号農地法第４条の規定による農地等の許可の取消につい

て、事務局から報告をお願いします。 

 

吉川主任   報第２６号について、ご説明いたします。 

報告事項の１３ページをご覧ください。 

農地法４条の許可の取消願が１件ありました。 

受付番号１番は、令和２年５月２７日付で許可した案件です。転用目的で

ある墓地を建て、地積更生、分筆及び地目変更の登記を法務局へ申請したと

ころ、墓地を建てた所在・地番について「錯誤」を理由に変更されたため、

令和３年４月７日付けで誤った地番の転用許可を取り消しております。 

正しい地番での申請については、この後の議案審議にてご説明いたします。 

現地は、申請前と状況が変わっておりませんので、取消し後もそのまま畑

として管理されます。 

以上、報告といたします。 
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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、ご意見はご 

ざいませんか。 

 

議  長   ご質問、ご意見はないものと認めます。 

 

議  長   それでは、これより議案の審議を行います。 

議第５０号出雲市農業委員会事務局処務規程の改正について、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   議第５０号について、ご説明いたします。 

       第９回総会議案の２～３ページをご覧ください。 

出雲市農業委員会事務局の事務処理について定めているこの規程では、事

務局の組織や職や職務等について定めています。この度、市長部局において、

出雲市一般職の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する

条例の一部を改正する条例を改正され、新たに「副主任」という職を追加す

る規定が令和３年４月１日に施行されたことに伴い、規程第３条に定める事

務局の職及び第４条第２項に定める職務の規定に「副主任」を追加するもの

です。また、平成２９年にこの規程が施行された際、第２条に定める組織の

規定に事務局の係名が規定されていなかったため、この機会に「農地係」を

規定する改正を行うものです。 

この改正は、本日の総会でご承認いただき、本日施行し令和３年４月１日

に遡って適用することとさせていただきます。 

       説明は以上です。 

 

議  長   ご質問、ご意見はないものと認めます。 

 

議  長   それでは、これより議案の審議を行います。 

議第５１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   議第５１号について、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
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ので、本案件の適否について、今総会での判断をお願いいたします。 

それでは、４月３０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ページの左上の表の、合計①の欄をご覧くだ

さい。設定合計は、１１４筆、１９８，９７７．００㎡、うち新規の設定が

５１筆、１０４，２１０．００㎡、再設定が６３筆、 

９４，７６７．００㎡です。 

この内訳ですが、相対分が、２ページの右上の表の合計①欄で、 

１０筆、１７，７１６㎡です。中間管理事業分が、３ページの右上の表の合

計①欄、１０４筆、１８１，２６１㎡となっています。 

続いて、使用貸借権の設定です。２ページの左下の表の、合計②の欄をご

覧ください。設定合計は、１３７筆、１５５，６６８．００㎡、うち新規の

設定が４７筆、５１，７２５．００㎡、再設定が９０筆、 

１０３，９４３．００㎡です。 

この内訳は、相対分が、２ページ右下の表の合計②欄、１８筆、 

２１，７８９㎡です。中間管理事業分が３ページ右下の表の合計②欄、 

１１９筆、１３３，８７９㎡となっています。 

今月のすべての利用権設定の合計は、２ページの一番左下の、計①＋②の

欄をご覧ください。２５１筆、３５４，６４５㎡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・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、前回まで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。 

説明は以上です。 

 

議  長   ただいまの説明について、ご質問、ご意見はございませんか。 

 

議  長   ご質問、ご意見はないものと認めます。 

それでは、議第５１号農業経営基盤強化促進法に係る農用地利用集積計画

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。 
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よって、議第５１号を承認いたします。 

 

議  長   次に、議第５２号農地法第３条の規定による農地等の許可申請決定につ 

      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。 

 

高橋副主任  議第５２号について、ご説明いたします。 

第９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９件ありました。 

いずれも、取得後３年未満の農地はありません。 

個別の事案について、ご説明いたします。４～５ページをご覧ください。 

受付番号１番です。譲渡人は、高齢による労力不足のため、以前から申請

地を管理してい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。 

受付番号２番です。譲渡人は、県外在住による耕作不便のため、隣接宅地

購入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。 

受付番号３番です。譲渡人は、規模縮小のため、近隣農地の耕作者である

受人に譲渡するものです。所有権移転後は、受人が水稲を栽培される計画で

す。 

受付番号４番と受付番号５は譲受人が同じですので、併せて説明させてい

ただきます。譲渡人は、受付番号４番については労力不足のため、 

受付番号５番については相続人不存在のため、近隣農地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、水稲を栽培される計画です。 

受付番号６番と受付番号７番は関連があるため併せて説明させていただき

ます。こちらは農地の交換になります。所有権移転後は、どちらも水稲を栽

培される計画です。 

受付番号８番です。譲渡人は、県外在住による耕作不便のため、隣接農地

耕作者である受人に譲渡するものです。所有権移転後は、キウイを栽培され

る計画です。 

受付番号９番です。譲渡人は、規模縮小のため、隣接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、水稲を栽培される計画です。 

以上、受付番号１～９番については、６～７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。 
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議  長   ただいまの説明について、ご質問、ご意見はございませんか。 

 

議  長   ご質問、ご意見はないものと認めます。 

それでは、議第５２号農地法第３条の規定による農地等の許可申請決定に

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５２号を承認いたします。 

 

議  長   次に、議第５３号農地法第４条の規定による農地等の許可申請決定及び承

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   議第５３号について、ご説明いたします。 

第９回総会議案の１ページをご覧ください。今月は、１３件の申請があり

ました。議案書は８～９ページ、説明資料は１～３ページ、参考資料は 

１～２４ページをご覧ください。いずれも、取得後３年未満の農地はありま

せん。議案書欄外左に丸印をつけている２件について、５月に開催予定の 

第６２回常設審議委員会に諮問する予定です。 

それでは、個別の案件についてご説明いたします。 

議案書８ページの受付番号４番です。説明資料は１～３ページです。 

本案件は、令和２年９月の総会で承認され許可を出しており、権利移転・

設定を伴わない転用事業者自身での計画変更があわせて提出されていますの

で、議案書１６ページの受付番号１番をあわせてご覧ください。 

説明資料は、１～３ページをご覧ください。 

一畑電鉄高浜駅から南東へ直線距離で約２５０ｍに位置している、田４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、建売分譲で変更ありません。面積は、転用面積・事業面積がとも

に２，３６７㎡で変更ありません。申請地は、都市計画区域内のその他の地

域になります。農地区分は、第３種農地です。令和２年９月２５日に農用地

区域からの除外が決定済です。許可該当条項は、規則第４３条第２号の「公

共３００」に該当します。 

事業計画についてご説明いたします。事業者は市内で工務店を営む個人で、

転用許可後に土地の取得及び埋立を完了していましたが、令和２年１２月に

申請地西側の県道矢尾今市線が開通したことにより、当初予定していた東側
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からの進入路をこの県道矢尾今市線から設けることで居住者の利便性を高め

ることができると考えたことから変更申請を行うものです。資金計画につい

ては、当初計画の申請時点で確保されており、資金調達を全て借入金で賄う

計画も変更ありません。 

また、説明基準に該当する案件ではありませんが、３件の申請について簡

単にご説明いたします。 

議案書８ページの受付番号５番です。参考資料は７～８ページです。本案

件は、さきほど報第２６号で説明した案件です。令和２年５月の総会で承認

され許可を出しており、転用目的である墓地を建てられましたが、地積更生、

分筆及び地目変更の登記を法務局へ申請したところ、墓地を建てた所在・地

番について「錯誤」を理由に変更されたため、４月７日付けで誤った地番の

許可を取り消しております。このたび、墓地を建てた正しい地番での許可申

請を行うものです。 

議案書８ページの受付番号６番です。参考資料は９～１０ページです。本

案件は、令和３年２月の総会で承認されましたが、本人死亡により許可無効

となっていました。このたび相続手続が完了し、相続人名義で申請を行うも

のです。 

議案書９ページの受付番号８番です。参考資料は１３～１４ページです。

本案件は、令和２年１１月の総会で承認され許可を出しており、権利移転・

設定を伴わない転用事業者自身での計画変更があわせて提出されています。

議案書１６ページの受付番号２番をご覧ください。現地測量の結果、計画以

上の面積があるため、駐車場に加え墓地を造成するものです。 

なお、この他に事後追認の案件が３件あります。 

受付番号１１番の案件は、令和２年８月頃から駐車場として利用してきた

ものです。 

受付番号１２番の案件は、昭和６２年頃から物置及び庭として利用してき

たものです。 

受付番号１３番の案件は、平成１０年頃からぶどう狩りの休憩場所及びポ

ン菓子販売所として利用してきたものです。 

いずれの案件も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。 

その他の案件につきましては、議案書の一覧でご確認いただきますようお

願いいたします。 

以上、受付番号１～１３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。 
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説明は以上です。 

 

議  長   ただいまの説明について、ご質問、ご意見はございませんか。 

 

議  長   ご質問、ご意見はないものと認めます。 

それでは、議第５３号農地法第４条の規定による農地等の許可申請決定及

び承認について、承認される方の挙手を求めます。 

 

議  長   挙手全員と認めます。 

よって、議第５３号の全案件を許可相当とし、許可決定及び承認いたしま

す。 

 

議  長   次に、議第５４号農地法第５条の規定による農地等の許可申請決定及び承

認について、及び議第５５号農地転用事業計画変更申請決定について、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。 

 

松崎主任  議第５４号について、ご説明いたします。 

議案書は１０～１５ページ、説明資料は４～２１ページ、参考資料は 

２５～６４ページになります。 

今月は、所有権の移転が２１件、賃貸借権の設定が４件、使用貸借権の設定

が１件、合計２６件の申請がありました。今月の説明案件は６件ございます。 

いずれも、取得後３年未満の農地はありません。 

なお、５月開催予定の第６２回常設審議委員会に諮問する案件は、欄外左に

丸印をつけております、７件の予定です。 

それでは、個別の案件について、説明します。 

議案書１０ページの受付番号３番について、ご説明いたします。説明資料の

４～６ページをご覧ください。 

転用場所は、塩冶町で、国道１８４号、通称医大通りのグッディー医大通店

の東隣になります。田６筆、畑３筆です。詳細な位置につきましては付近案内

図でご確認ください。転用目的は『宅地分譲』です。転用面積、所要面積とも

に２，２３５㎡です。権利の種類は、所有権の移転です。申請地の農地区分は、

第３種農地です。転用にあたっての許可該当条項は、規則第第４４条第３号の

「用途地域」に該当します。 

事業計画について、事業者は、市内で不動産業等を営んでいる法人です。こ

の度、主要道路へアクセスが良く、商業施設にも近くて利便性の高い申請地を
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取得して宅地を分譲する計画です。資金計画につきましては、所要資金額 

４，５００万円で、これに対する資金調達については全額自己資金であり、証

明書で確認をしています。 

つづいて議案書１０ページの受付番号４番についてご説明いたします。説明

資料の７～９ページをご覧ください。 

転用場所は、塩冶神前二丁目で、島根大学医学部の正面入口の交差点から北

へ２５０ｍほどの位置になります。田２筆です。転用目的は『宅地分譲』です。

転用面積、所要面積ともに２，０７０㎡です。権利の種類は、所有権の移転で

す。申請地の農地区分は、第３種農地です。転用にあたっての許可該当条項は、

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、事業者は、松江市で宅建業等を営んでいる法人です。こ

の度、主要道路へアクセスが良く、教育施設にも近く住宅需要の高い申請地を

取得して宅地８区画を分譲する計画です。資金計画につきましては、所要資金

額８，４２０万円で、これに対する資金調達については全額自己資金であり、

証明書で確認をしています。 

つづいて議案書１１ページの受付番号１１番についてご説明いたします。説

明資料の１０～１２ページをご覧ください。 

転用場所は、中野町で、からさで大橋を西へ降りた初めての信号交差点を北

へ入り、６００ｍほどの位置になります。田３筆です。転用目的は『建売分譲』

です。転用面積、所要面積ともに３，０３９㎡です。権利の種類は、所有権の

移転です。申請地の農地区分は、第１種農地です。農振除外は３月３０日付け

で決定済みです。許可該当条項は、規則第３３条第４号の「集落接続」に該当

します。 

事業者は、松江市で宅建業等を営む個人です。この度、主要道路へアクセス

が良く、住宅需要の高い申請地を取得して建売住宅１０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１億３，０００万円で、これに対する資

金調達については全額借入金であり、証明書で確認をしています。 

つづいて議案書１２ページの受付番号１９番についてご説明いたします。説

明資料の１３～１５ページをご覧ください。 

転用場所は、斐川町上直江で、ゆめタウン斐川から東へ約４００ｍのところ

になります。田３筆です。詳細な位置につきましては付近案内図でご確認くだ

さい。転用目的は『宅地分譲』です。転用面積、所要面積ともに２，８６７㎡

となっております。権利の種類は、所有権の移転です。申請地の農地区分は、

第３種農地です。転用にあたっての許可該当条項は、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、事業者は、市内で宅建業を営んでいる法人です。この度、
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交通の便が良く、商業施設や学校に近い申請地を取得して宅地１０区画を分譲

する計画です。資金計画につきましては、所要資金額４，６００万円で、これ

に対する資金調達については全額自己資金であり、証明書で確認をしています。 

つづいて議案書１４ページの受付番号２４番についてご説明いたします。説

明資料の１６～１８ページをご覧ください。 

転用場所は、西園町で、県道外園高松線、神戸川の橋は妙見橋です。橋の東

詰めから南へ約１５０ｍのところになります。田３筆です。詳細な位置につき

ましては付近案内図でご確認ください。転用目的は『仮設作業場』です。転用

面積、所要面積ともに１，８７４㎡です。権利の種類は、賃貸借権の設定です。

申請地の農地区分は、農用地区域内農地です。許可該当条項は、施行令 

第１１条第１項第１号の「一時転用」に該当します。 

事業計画について、事業者は、市内で土木工事業等を営んでいる法人です。

この度、申請地を一時転用して、神戸川周辺の地盤沈下対策工事関連の作業場

として利用する計画です。資金計画につきましては、所要資金額が４３０万円

です。これに対する資金調達については全額自己資金であり、証明書で確認を

しています。 

つづいて議案書１４ページの受付番号２５番についてご説明いたします。説

明資料の１９～２１ページをご覧ください。 

転用場所は、斐川町三分市で、瑞穂大橋の通りの県道からの東へ 

約１．６ｋｍです。既存の玉葱調製施設の西側と北側です。田５筆です。詳細

な位置につきましては付近案内図でご確認ください。転用目的は『玉葱調製保

管施設』です。転用面積、所要面積ともに６，２６０㎡です。権利の種類は、

賃貸借権の設定です。申請地の農地区分は、農用地区域内農地です。転用にあ

たっての許可該当条項は、法第５条第２項但し書きの「農業用施設」に該当し

ます。法第５条第２項但し書きには、「（農振の）農用地利用計画において指定

された目的で使うのであれば許可できる」という意味のことが書かれており、

その目的というのは「農業用施設用地」に限定されます。（農用地利用計画にお

ける用途の変更は決定済です。） 

事業計画について、事業者はこの度申請地を取得して、島根県内で収穫され

た玉葱を集約し、乾燥調製・保管する施設を建設する計画です。資金計画につ

きましては、所要資金額１２億５，４００万円で、これに対する資金調達につ

いては補助金と自己資金であり、それぞれ補助金の割当通知と決算資料で確認

をしています。 

説明案件は以上であり、その他の案件につきましては、議案書の一覧でご確

認いただきますようお願いいたします。 

続いて、議第５５号の農地転用事業計画変更申請承認についてご説明いたし
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ます。議案書は１６ページです。今月の申請は、所有権の移転を伴わない変更

が２件、提出されております。２件とも農地法第４条とのセット案件です。こ

れらについては先ほど農地法第４条担当からご説明いたしましたので、私から

の説明は割愛させていただきます。 

今月申請のありました農地法第５条申請２６件及び事業計画変更２件につき

ましては、いずれも農地法に規定する不許可・不承認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   ただいまの説明について、ご質問、ご意見はございませんか。 

 

議  長   ご質問、ご意見はないものと認めます。 

それでは、議第５４号農地法第５条に規定による農地等の許可申請決定及

び承認について、及び議第５５号農地転用事業計画変更申請決定について、

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５４号の全案件を許可相当とし、許可決定及び承認いたしま

す。 

また、議第５５号を決定いたします。 

 

議  長   次に、議第５６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。 

 

後藤主事   議第５６号について、ご説明いたします。 

議案書の１７ページ及び説明資料の２２～２３ページをご覧ください。 

今月は、１件の申請がありました。 

受付番号１番についてご説明いたします。申請地については議案書１７ペ

ージに載せております。また説明資料の２２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２３ページの現況写真をご確認ください。申請

地は山林に囲まれた傾斜地であり、５０年以上前から耕作されず山林の状態

となっています。現地確認は４月１３日に岡田農業委員、多々納推進委員、

樋野推進委員、事務局職員で行っています。道がなく野生動物が出るため山

の手前側からの確認のみでしたが、周囲の状況から山林状態であると確認し

ています。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。 
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よって、今月付議しました案件は、いずれも非農地証明基準の「やむを得

ない事情（耕作不適な土地であること）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。 

説明は以上です。 

 

議  長   担当農業委員から補足をお願いします。 

 

岡田委員   議席番号６番の岡田です。受付番号１番については、現地確認に際して地

権者から説明をいただきました。該当地は、戦時中に食糧難のため開墾した

畑でしたが昭和３９年頃には土砂崩れがあったとのことです。３年前に斐川

地域で一斉に実施した非農地判断から漏れていた農地になります。現場周辺

は、森林であり、農地への復元は不可能な場所と判断しました。 

 

議  長   ただいまの説明について、ご質問、ご意見はございませんか。 

 

議  長   ご質問、ご意見はないものと認めます。 

それでは、議第５６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５６号を承認いたします。 

 

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。 

 

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２５分 
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 農業振興課 

  農地利用調整係 河井係長 
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