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出雲市農業委員会（第２期）第１３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)８月２５日（水） 午後１時３０分～午後３時 

 

２ 場所  出雲市役所 ３階 庁議室 

 

３ 出席委員（２４名） 

  大梶 泰男  石飛 政樹  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  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（０名） 

 

５ 提出議題 

⑴  報告事項 

報第３６号 会長専決処分の報告 

報第３７号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報第３８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３９号 農地法第５条の規定による農地等の許可の取消について 

報第４０号 農地法第４３条第１項の規定による届出について 

⑵  議案審議 

議第８１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８２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８３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８４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８５号 農地転用事業計画変更申請決定について 

議第８６号 非農地証明について 

議第８７号 特定農地貸付け承認の取消しについて 

議第８８号 特定農地貸付けの承認について 
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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３番の松本尚幸委員と４番の原孝治委員を指名する。 

 

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３６号会長専決処分の報告、報第３７号農地法第１８条 

第６項の規定による通知について、報第３８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３９号農地法第５条の規定による農地等の許可

の取消について、報第４０号農地法第４３条第１項の規定による届出につい

て、一括して報告します。 

 

議  長   報第３６号会長専決処分について、報告いたします。 

第１２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３件については、島根県農業会議 

第６５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件及び農地法第５条３件を、常設審議委員会にお

ける決定日の８月１０日付けで許可決定しております。 

また、第１１回総会で承認いたしました案件で、砂利採取法第１６条に基

づく採取計画の認可が未済のため、許可保留としていた農地法第５条１件に

ついて、島根県が令和３年８月１２日付けで許可されたため、県の認可日と

同日の８月１２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３７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３７号について、ご説明いたします。 

報告事項の１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６９～７３番の５件の通知がありました。内訳としては、
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農地法５条申請のためが１件、担い手による農地集積のためが１件、中間管

理事業への移行のためが２件、契約時の錯誤のためが１件です。契約時の錯

誤について詳しく説明します。契約前に農地の合筆を行っておりましたが、

契約時に誤って合筆前および合筆後の地番を重複して申請をしていました。

この度錯誤を発見したため合筆前の地番について解約を行うものです。 

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３８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３８号について、ご説明いたします。 

報告事項の２～８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８７～１０３番までの１７件でした。 

権利の取得事由は、１７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。 

いずれもあっせん希望はありませんでした。 

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、８月３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３９号農地法第５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。 

 

松崎主任   報第３９号について、ご説明いたします。 

報告事項の９ページをご覧ください。 

農地法第５条の許可の取消願が１件ありました。 

受付番号２番は、令和３年３月３０日付けで許可した案件です。 

取消の理由は、譲受人について、計画では法人を運営する事業者個人で申

請する予定だったのが、錯誤により法人で許可を取得したため、個人名で申

請をやり直したいということです。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の状態です。 
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以上、報告といたします。 

 

議  長   続いて、報第４０号農地法第４３条第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。 

 

松崎主任   報第４０号について、ご説明いたします。 

報告事項の１０～１３ページをご覧ください。 

今回の件数は１件になります。まず制度について簡単に説明します。本市

では令和元年以来２件目です。従来は土間にコンクリートをするビニールハ

ウスは転用許可のうえで建築しなければならないとされていましたが、 

平成３０年の法改正により、一定の基準を満たす「農作物栽培高度化施設」

として事前に農業委員会に届出を行ったものについては、農地転用許可を必

要とせずに設置できる施設ということになりました。施設の基準としては、

棟高８ｍ以内、軒高６ｍ以内の高さ基準や、日光を通さない素材のハウスの

場合は、隣の農地に対する日影に関する制限などがあります。扱いも農地の

ままで、税制上も農地であり、固定資産税が増えたりしません。また、農業

委員会としてはこの施設に対して農地パトロール等で毎年現地確認をするこ

とになります。届出の内容で使用されているかご確認いただき、計画に即し

た状態でなければ指導等を行っていくことになります。 

それでは、報告事項の１０～１１ページをご覧ください。１１ページの左

側、国道４３１号の荒茅大橋から現地まで東に６００ｍほどあります。案内

図でご確認ください。１２ページから平面図等を付けています。建築される

施設は、長さ２０．０ｍ、間口７．２ｍ、高さ４．０ｍのビニールハウスが

２棟です。施設面積は１４４．０㎡の２棟で２８８．０㎡です。屋根･壁面は

光を通さない素材となっております。建築後は菌床シイタケを生産する計画

です。内部は棚を４０ずつ、２列ある形です。その他、空調設備等を設置す

る計画です。なお、本届出の受理通知は、届出書の到達があった日から２週

間以内とされており、事務局で内容を確認させていただき、要件を満たすも

のとして受理通知を令和３年８月２日付で通知させていただいております。 

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、ご意見はご 

ざいませんか。 

 

石飛委員   議席番号１２番の石飛です。報第４０号について質問です。 

この届出をした場合は、扱いが農地のままになるという説明でしたが、平

成３０年の法改正以前に菌床しいたけ施設などで転用許可を受けた土地につ
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いては、農地扱いに戻すことができるのでしょうか。 

 

松崎主任   農作物栽培高度化施設としての基準を満たしており、農用地区域内にあり、

過去の転用許可が書類で確認できるなど、一定の要件を満たしていれば、こ

の届出を行っていただくことで取り扱うことが可能です。 

 

石飛委員   わかりました。 

 

江角委員   議席番号２０番の江角です。報第４０号について質問です。 

例えば、育苗用ビニールハウスにコンクリートを張ることはできませんが、

この届出をすることで転用許可を得ずにコンクリートを張ることができるよ

うに緩和されたということでしょうか。 

 

松崎主任   農作物栽培高度化施設と認められれば、転用許可を得ずに届出で済みます

ので、緩和されたと言ってもいいかもしれません。なお、２００㎡未満の農

業用施設を設置する場合は、転用許可申請ではなく、農業用施設設置の届出

書を提出してもらうことで済みます。 

 

江角委員   わかりました。 

 

議  長   その他にご質問、ご意見はございませんか。 

 

議  長   他に質問がないようですので、それでは、これより議案の審議を行います。 

先に議第８７号特定農地貸付け承認の取消しについて、及び関連がございま

すので、議第８８号特定農地貸付けの承認について、を議題といたします。 

農業支援センター片寄センター長から内容について、説明をお願いします。 

 

片寄ｾﾝﾀｰ長   議第８７号及び議第８８号について、ご説明いたします。 

どちらも農園開設者「ＮＰＯ法人出雲多文化共生ネットワーク 理事長 

神門至」氏から提出されたものです。 

まず、議第８７号でございます。議案資料１～６ページをご覧ください。 

農園開設者から提出されました承認取消しの申請です。取消しを求める理

由は、令和２年３月２５日付けで承認いただいた、ページ中段以降に記載さ

れた物件に関する「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律に

基づく承認」について、農園予定地周辺住民の同意が得られなかったために

取消しをお願いするものです。土地の賃貸借契約期間は、令和２年４月１日
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から令和４年３月３１日でしたが、先ほど申しました理由により農園が開設

できなかったため、市とＮＰＯ、並びに市と土地所有者との間で、解約合意

書を締結し、賃貸借契約を解約しております。解約合意書については、４ペ

ージ以降に写しを添付しております。 

続いて、議第８８号でございます。議案資料７～１７ページをご覧くださ

い。 

議第８７号で取消しをお願いする物件に替わり、農園開設者からの承認を

求めるものです。申請にあたり、市民農園事業計画書、貸付規程、位置図、

計画平面図などが添付されております。議案資料９ページをご覧ください。

農園開設申出者はご覧のとおりです。農園の位置は、資料１２ページに位置

図を添付しています。住所は、「斐川町福富２８７番１ 面積 ６７９㎡」及

び「２８８番 面積９３３㎡」で、登記地目は田、現況地目は畑となってい

ます。土地所有者は、「土江英雄」氏です。事業の内容は記載のとおりですが、

農園の名称は、斐川国際交流農園、区画面積は３０～３９㎡で、３７区画を

設けられる予定です。主に外国人を優先とした農園でございまして、今年 

１０月に開設予定です。農園の計画平面図及び写真は、資料１３ページ以降

に記載しています。 

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８７号特定農地貸付け承認の取消しについて、及び関連がご

ざいますので、議第８８号特定農地貸付けの承認について、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８７号及び議第８８号を承認いたします。 

 

議  長   次に、議第８１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８１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、８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ページ上の表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、８筆、１４，８３５．００㎡、うち新規の設

定が２筆、２，５９９．００㎡、再設定が６筆、１２，２３６．００㎡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０筆、中間管理事業分合計が８筆、１４，８３５㎡と

なっております。 

続いて、使用貸借権の設定です。２ページの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、３２筆、２６，６５２．００㎡、う

ち新規の設定が１８筆、１４，７０４．００㎡、再設定が１４筆、 

１１，９４８．００㎡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、合計をご覧く

ださい。相対分合計が１０筆、７，６０７㎡、中間管理事業分合計が２２筆、

１９，０４５㎡となっています。 

今月のすべての利用権設定の合計は、２ページ上の利用権設定合計の総計

欄の合計をご覧ください。４０筆、４１，４８７㎡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。 

なお、今月は所有権の移転がございますので、ご説明いたします。 

８ページの「農用地利用集積計画 所有権移転」及び９ページの「所有権

移転 総括表」をご覧ください。 

農業経営基盤強化促進法第５条第３項の規定により、県が指定する農地中

間管理機構である「公益財団法人しまね農業振興公社」は、農地を出し手農

家から買い入れ、中間保有した後、担い手である受け手農家へ売り渡します。 

この事業を活用して所有権移転を行うと、農地の出し手、受け手ともに税

制上の優遇措置を受けることができ、担い手への集積が効率的に促進されま

す。 

今月の所有権移転の合計は、１筆、２，９７８㎡です。 

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。 
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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８１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。 

よって、議第８１号を承認いたします。 

 

議  長   次に、議第８２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８２号について、ご説明いたします。 

第１３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３１件ありましたが、１件の申請取下げがありました。議案の

５ページにあります、受付番号５９番については、先日、譲受人が死亡され

たため、今回の申請が取下げられました。よって合計３０件の審議をお願い

します。 

個別の事案について、ご説明いたします。２～６ページをご覧ください。 

なお、備考欄に※印で記載のあるものにつきましては、 

令和３年７月２６日の総会にて別段面積の適用を決定した土地でございます。 

受付番号３３番について説明します。譲渡人は、就労による労力不足のた

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、野菜

を栽培される計画です。 

つづいて受付番号３４番について説明します。譲渡人は、高齢による労力

不足のため、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、隣接する自己所有地と一体的に受人が野菜を栽培される計画です。 

つづいて受付番号３５番について説明します。譲渡人は、進入路がないこ

と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、隣接する自己所有地と一体的に受人が野菜を栽培される計

画です。 

つづいて受付番号３６番について説明します。譲渡人は、高齢による労力

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
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は、受人が大根、トマト、白菜などの野菜を栽培される計画です。 

つづいて受付番号３７番について説明します。譲渡人は、就労による労力

不足のため、隣接宅地居住者である受人に譲渡するものです。所有権移転後

は、野菜を栽培される計画です。 

つづいて受付番号３８番について説明します。譲渡人は、転居予定である

こと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、隣接する自己所有地と一体的に野菜を栽培される計画です。 

つづいて受付番号３９番について説明します。譲渡人は、高齢による労力

不足のため、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、野菜を栽培される計画です。 

つづいて受付番号４０番について説明します。譲渡人は、相続人不存在で

ある申請地の相続財産管理人で、相続財産処分のため、受人３人を中心とし

た任意団体が耕作するために受人に譲渡するものです。所有権移転後は、受

人が大豆、小豆、小麦大麦、野菜を栽培される計画です。 

つづいて受付番号４１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、隣接宅地居住者である受人に譲渡するものです。所有権移

転後は、さつまいも、スイートコーン、ミニトマト、玉ねぎを栽培される計

画です。 

つづいて受付番号４２番について説明します。譲渡人は、市内遠隔地在住

による耕作不便のため、近隣宅地居住者である受人に譲渡するものです。所

有権移転後は、野菜を栽培される計画です。 

つづいて受付番号４３番について説明します。譲渡人は、労力不足のため、

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、野菜を栽

培される計画です。 

受付番号４４番と受付番号４５番は、譲受人が同じですので併せて説明し

ます。譲渡人は、どちらも高齢による労力不足のため、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、みかん、キウイなどの果樹お

よびキャベツ、大根などの野菜を栽培される計画です。 

つづいて受付番号４６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、隣接宅地居住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。 

つづいて受付番号４７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、隣接宅地居住者である受人に譲渡するものです。所有権移

転後は、白菜、大根などの野菜を栽培される計画です。 

つづいて受付番号４８番について説明します。譲渡人は、就労による労力

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
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は、野菜を栽培される計画です。 

つづいて受付番号４９番について説明します。譲渡人は、市内遠隔地在住

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、野菜を栽培される計画です。 

つづいて受付番号５０番について説明します。譲渡人は、市内遠隔地在住

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、野菜を栽培される計画です。 

つづいて受付番号５１番について説明します。譲渡人は、高齢による労力

不足のため、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、隣接する自己所有地と一体的に水稲を栽培される計画です。 

つづいて受付番号５２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、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、野菜および果樹を栽培される計画です。 

つづいて受付番号５３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、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、イモ、トマト、ほうれん草などの野菜および、梅、柿などの果樹を

栽培される計画です。 

つづいて受付番号５４番について説明します。譲渡人は、高齢による労力

不足のため、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、野菜を栽培される計画です。 

受付番号５５番と５６番は、譲受人が同じですので併せて説明します。譲

渡人はどちらも労力不足のため、受付番号５６番の申請地を以前から管理し

ている受人に譲渡するものです。所有権移転後は、さつまいも、大根などの

野菜および果樹を栽培される計画です。 

つづいて受付番号５７番について説明します。譲渡人は、高齢による労力

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、野菜を栽培される計画です。 

つづいて受付番号５８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、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、野菜を栽培される計画です。 

つづいて受付番号６０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、隣接宅地居住者である受人に譲渡するものです。所有権移

転後は、野菜を栽培される計画です。 

受付番号６１番と６２番は、譲受人が同じですので併せて説明します。

譲渡人はそれぞれ、受付番号６１番については県外在住による耕作不便のた

め、受付番号６２番については労力不足のため、隣接農地耕作者である受人
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に譲渡するものです。所有権移転後は、隣接する自己所有地と一体的にネギ

などの野菜を栽培される計画です。 

つづいて受付番号６３番について説明します。譲渡人は、高齢による労力

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、野菜を栽培される計画です。 

以上、受付番号５９番を除く受付番号３３～６３番については、７～１１

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   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８２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８２号を承認いたします。 

 

議  長   次に、議第８３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８３号について、ご説明いたします。 

第１３回総会議案の１ページをご覧ください。今月は、１５件の申請があ

りました。 

議案書は１２～１３ページ、説明資料は１～３ページ、参考資料は 

１～２６ページをご覧ください。 

議案書欄外左に丸印をつけている７件について、９月に開催予定の 

第６６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１２ページの受付番号３３番です。事後案件です。説明資料は、 

１～３ページをご覧ください。古志コミュニティセンターから北北西へ直線

距離で約２００ｍに位置している、畑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、宅地拡張及び貸駐車場で

す。面積については、転用面積・事業面積がともに１，６３８㎡です。申請
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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２種農地

です。土地利用計画との調整については、今年の２月に申請地の農用地区域

からの除外申し出があり、６月の第１１回総会で審議済みであり、９月末に

決定する見込みです。許可該当条項は、農地法第４条第６項第２号に規定す

る「非改良」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、市外で薬局経営を行う申

請地の相続人です。申請者の先代が少なくとも昭和３０年代には宅地及び近

隣住民への貸駐車場として利用してきたものであり、本件は事後案件となり

ます。資金計画については、事後案件のため、今後整備に関する支出はあり

ません。 

なお、この他、事後追認の案件が９件ございます。 

受付番号３２番の案件は、令和３年６月頃から住宅敷地として利用してき

たものです。 

受付番号３４番の案件は、昭和４８年頃から事務所及び作業所敷地として

利用してきたものです。 

受付番号３５番の案件は、平成２５年頃から農機具用倉庫敷地として利用

してきたものです。 

受付番号３６番の案件は、平成８年頃から倉庫敷地として利用してきたも

のです。 

受付番号３７番の案件は、平成２３年頃から宅地の一部として利用してき

たものです。 

受付番号３９番の案件は、平成２年頃から駐車場として利用してきたもの

です。 

受付番号４０番の案件は、昭和５１年頃から居宅及び物置敷地として利用

してきたものです。 

受付番号４１番の案件は、平成の初期から駐車場敷地として利用してきた

ものです。 

受付番号４２番の案件は、平成２８年頃から宅地の一部として利用してき

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３２～４６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８３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８３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８４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８５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８４号について、ご説明いたします。 

議案書は１４～２２ページ、説明資料は４～４２ページ、参考資料は 

２７～１２６ページになります。 

今月は、所有権の移転が５１件、賃貸借権の設定が５件、使用貸借権の設定

が９件、地上権の設定が７件、合計６３件の申請がありました。今月の説明案

件は１３件ございます。 

なお、９月開催予定の第６６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、３２件の予定です。 

それでは、個別の案件について説明します。 

議案書ページ１４の受付番号９７番について説明します。説明資料の４～６

ページをご覧ください。転用場所は、塩冶町です。出雲市駅の南口からまっす

ぐ南に向かったところで、駅と医学部の中間あたりになります。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。該当の農地は、田が１筆です。転

用目的は『保育園』です。転用面積、所要面積ともに２，９８５㎡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、農地法施行規則第４４条第２３項の「用途地域」

に該当します。事業計画について、事業者は、市内の社会福祉法人です。この

度、事業拡大のため既存施設の隣接地である申請地を取得して保育園園舎等を

整備する計画です。資金計画につきましては、所要資金額３億３，１６０万円
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で、これに対する資金調達については補助金が１億６５４万５千円、借入金が

２億１，１７３万６千円です。それぞれ証明書等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９８番について説明します。説明資料

の７～９ページをご覧ください。転用場所は、古志町です。案内図は説明資料

８ページです。案内図左下の堤防は神戸川、右下の方向に古志大橋があります

が５００ｍほどの距離になります。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。該当の農地は、田１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２，１３９㎡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。農振除外は農業委員会総会で審議済み

です。転用にあたっての許可該当条項は、規則第３３条第４号の「集落接続」

に該当します。事業計画について、事業者は、市内で宅建業等を営んでいる法

人です。この度、国道・県道にアクセスが良く、商業施設にも近い申請地を取

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

金額が９，７５０万円、資金調達は借入金が６，０００万円と自己資金が 

３，７５０万円となっています。それぞれ証明書等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１００番について説明します。説明資

料の１０～１２ページをご覧ください。転用場所は、古志町です。案内図は説

明資料１１ページです。案内図の右下、古志コミセンの近くの信号交差点を北

に入ったところです。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。

該当の農地は、田２筆、畑２筆です。転用目的は『集合住宅』です。転用面積

は１，９５７㎡、所要面積は２，８０４．１６㎡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２種農地です。農振除外は農業委員会総

会で審議済みです。転用にあたっての許可該当条項は、法第５条第２項第２号

の「非改良」に該当します。事業計画について、事業者は市内で建設資材の販

売等を営んでいる法人です。この度、教育施設や工場に近く需要があり、利便

性もある申請地を取得して集合住宅を建築する計画です。資金計画につきまし

ては、所要資金額が４，０００万円、資金調達は全額借入金で賄う計画となっ

ています。証明書を確認しています。 

つづいて議案書１５ページの受付番号１０３番について説明します。説明資

料の１３～１５ページをご覧ください。転用場所は、古志町です。案内図は説

明資料１４ページです。古志コミセンの前を通って南へ１ｋｍほどの場所です。

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。該当の農地は、 

田１筆です。転用目的は『駐車場及び事務所兼倉庫』です。転用面積、所要面

積ともに１，２２３㎡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。農振除外は農業委員会総会で審議済みです。転用に

あたっての許可該当条項は、規則第３５条第５号の「既存拡張」に該当します。
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事業計画について、事業者は、市内で自動車運送業等を営んでいる法人です。

この度、事業拡大に伴い、既存事務所の隣接地である申請地を取得し、駐車場

等を整備する計画です。資金計画につきましては、所要資金額が４，０００万

円、資金調達は全額借入金で賄う計画となっています。証明書を確認していま

す。 

つづいて議案書１５ページの受付番号１０４番について説明します。説明資

料の１６～１８ページをご覧ください。転用場所は、松寄下町です。案内図は

説明資料１７ページです。ちょうど真下の方向にラピタはまやま店があります

が直線距離で５００ｍほどあります。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。該当の農地は、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２，６９６㎡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。農振除外は農業委員会総会で審議

済みです。転用にあたっての許可該当条項は、規則第３３条第４号の「集落接

続」に該当します。事業計画について、事業者は、市内で宅建業等を営んでい

る法人です。この度、利便性の高く、教育施設等にも近い申請地を取得し、建

売住宅９棟を建築する計画です。資金計画につきましては、所要資金額が 

１億９，３５０万円、資金調達は全額借入金で賄う計画となっています。証明

書を確認しています。 

つづいて議案書１６ページの受付番号１１３番について説明します。説明資

料の１９～２１ページをご覧ください。転用場所は、小山町です。案内図は説

明資料２０ページです。市役所からは直線距離で１．５ｋｍ、ＮＨＫの電波塔

の南隣りです。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。該当

の農地は田４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２，６６９㎡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２種農地です。農振除外は農業委員会総会で審議済みです。転用にあたって

の許可該当条項は、規則第４６条の「市街地近接」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、利便性

の高く、教育施設等にも近い申請地を取得し、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、所要資金額が１億２，０００万円、資金調達

は全額借入金で賄う計画となっています。証明書を確認しています。 

つづいて議案書１６ページの受付番号１１９番について説明します。説明資

料の２２～２４ページをご覧ください。転用場所は、神門町です。案内図は説

明資料２３ページです。国道９号からは１５０ｍほどの場所です。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。該当の農地は、田１筆です。転

用目的は『集合住宅』です。転用面積、所要面積ともに１，０９６㎡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
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除外は農業委員会総会で審議済みです。転用にあたっての許可該当条項は、規

則第３３条第４号の「集落接続」に該当します。事業計画について、事業者は、

市内で賃貸業等を営んでいる個人です。この度、教育施設や商業施設等に近く、

経営する集合住宅にも近くて管理上も便利な申請地を取得し、集合住宅を建築

する計画です。資金計画につきましては、所要資金額が１億５，０００万円、

資金調達は全額借入金で賄う計画となっています。証明書を確認しています。 

つづいて議案書１７ページの受付番号１２１番について説明します。説明資

料の２５～２７ページをご覧ください。転用場所は、神西沖町です。案内図は

説明資料２６ページです。国道９号から北へ４００ｍほどです。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。該当の農地は、畑２筆です。転用

目的は『特別養護老人ホーム』です。転用面積は１，１０７㎡、所要面積は 

１，４４７㎡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２種農地です。農振除外は農業委員会総会で審議済みです。転用にあたって

の許可該当条項は、法第５条第２項第２号の「非改良」に該当します。事業計

画について、事業者は、市内の社会福祉法人です。この度、施設の老朽化と事

業拡大のため、既存施設の隣接地である申請地を取得し、特別養護老人ホーム

を建築する計画です。資金計画につきましては、所要資金額が 

３億７，５５０万円、資金調達は補助金が１億３，０５０万円、借入金が 

２億４，５００万円で賄う計画となっています。それぞれ証明書を確認してい

ます。 

つづいて議案書１７ページの受付番号１２６番について説明します。説明資

料の２８～３０ページをご覧ください。転用場所は、平田町です。案内図は説

明資料２９ページです。国道４３１号から北へ１００ｍほどです。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。該当の農地は、田１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２，６１６㎡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。転用

にあたっての許可該当条項は、規則第３３条第４号の「集落接続」に該当しま

す。事業計画について、事業者は、市内で不動産業等を営む法人です。この度、

医療施設や商業施設に近く交通の利便性もある申請地を取得し、建売住宅８棟

を建築する計画です。資金計画につきましては、所要資金額が 

１億２，０００万円、資金調達は全額借入金で賄う計画となっています。証明

書を確認しています。 

つづいて議案書１８ページの受付番号１３１番について説明します。説明資

料の３１～３３ページをご覧ください。転用場所は、湖陵町大池です。案内図

は説明資料３２ページです。案内図左上のくにびき海岸道路と右下の国道９号

の間の２００～３００ｍで多伎にはいるという場所です。詳細な位置につきま
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しては付近案内図でご確認ください。該当の農地は、畑８筆です。転用目的は

『太陽光発電施設』です。転用面積は６，７８１㎡、所要面積は 

１２，６１６．０７㎡となっています。権利の種類は、所有権の移転です。申

請地の農地区分は、第２種農地です。転用にあたっての許可該当条項は、法第

５条第２項第２号の「非改良」に該当します。事業計画について、事業者は、

県外に本社のある太陽光発電等を営む法人で、現在申請地の周辺の３か所で許

可を受け太陽光発電施設を運営しています。非農地でも２か所あります。この

度、申請地を取得し、非農地をあわせ１２，６１６.０７㎡の敷地で太陽光発電

施設を建設する計画です。資金計画につきましては、所要資金額が 

８，１１０万円、資金調達は全額自己資金で賄う計画となっています。証明書

を確認しています。 

つづいて議案書２１ページの受付番号１４５番について説明します。説明資

料の３４～３６ページをご覧ください。転用場所は、白枝町です。案内図は説

明資料３５ページです。国道９号のイオンモールの交差点を北に向かい、新内

藤川を渡ってすぐの場所で、白枝町の一番北のあたりになります。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。該当の農地は、田２筆です。転

用目的は『資材置場』です。転用面積、所要面積ともに１，０８９㎡となって

います。権利の種類は、賃貸借権の設定です。申請地の農地区分は、第１種農

地です。農振除外は農業委員会総会で審議済みです。転用にあたっての許可該

当条項は、規則第３３条第４号の「集落接続」に該当します。事業計画につい

て、事業者は、市内で土木建築業等を営む法人です。この度、事業拡大のため

申請地を賃貸借し、資材置場を整備する計画です。資金計画につきましては、

所要資金額が１００万円、資金調達は全額自己資金で賄う計画となっています。

証明書を確認しています。 

つづいて議案書２１ページの受付番号１４７番について説明します。説明資

料の３７～３９ページをご覧ください。転用場所は、浜町です。案内図は説明

資料３８ページです。出雲文化伝承館の少し北寄りになります。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。該当の農地は、田１筆です。転用

目的は『貸店舗』です。転用面積、所要面積ともに１，９３３㎡となっていま

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、第２種農地で

す。転用にあたっての許可該当条項は、規則第４５条第１号の「街区形成」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む法人です。

この度、事業拡大のため申請地を賃貸借し、貸店舗３棟を建築する計画です。

資金計画につきましては、所要資金額が４，８００万円、資金調達は自己資金

が７００万円、借入金が４，１００万円で賄う計画となっています。証明書を

確認しています。 
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つづいて議案書２２ページの受付番号１５４番について説明します。説明資

料の４０～４２ページをご覧ください。転用場所は、斐川町原鹿です。案内図

は説明資料４１ページです。北へ向かって西代橋まで１．４ｋｍ、南へ向かっ

て国道９号、島根銀行のある交差点まで約２ｋｍ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。該当の農地は、田１筆です。追認案件です。

転用目的は『資材置場』です。転用面積、所要面積ともに１，１６４㎡となっ

ています。権利の種類は、使用貸借権の設定です。申請地の農地区分は、 

第１種農地です。農振除外は農業委員会総会で審議済みです。転用にあたって

の許可該当条項は、規則第３３条第４号の「集落接続」に該当します。事業計

画について、事業者は、市内で土木業等を営む法人です。この度、事業拡大の

ため申請地を使用貸借し、資材置場を整備する計画です。資金計画につきまし

ては、追認案件のため新たな支出はありません。 

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８５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

ます。 

議案書は２３ページになります。 

今月の申請は、所有権の移転を伴う変更が１件、使用貸借権の設定を伴う変

更が１件、提出されております。説明該当案件はありません。 

なお、いずれも５条とのセット案件であり、第２１６号の１５番は５条の 

１１８番、１６番は５条の１５３番とセットとなっておりますのご確認くださ

い。 

今月申請のありました農地法第５条申請６３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８４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８５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８４号の全案件を許可相当とし、許可決定及び承認いたしま
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す。 

また、議第８５号を決定いたします。 

 

議  長   次に、議第８６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８６号について、ご説明いたします。 

議案書の２４ページ及び説明資料の４３～４４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７番について説明いたします。 

申請地については議案２４ページに載せております。また説明資料の  

４３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４４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８月６日に板垣農業委員、大崎推進委員、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。 

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。 

 

板垣委員   議席番号１７番の板垣です。さきほど事務局から説明がありましたとおり、

数十年前から山林と思っていた場所であり、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８６号非農地証明について、承認される方の挙手を求めま

す。 
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議  長   挙手全員と認めます。 

よって、議第８６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。 
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議長が、総会の閉会を宣する。 午後３時 
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