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出雲市農業委員会（第２期）第１９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４年(2022)２月２５日（金） 午後１時２６分から午後３時４５分 

 

２ 場所  出雲市役所 ６階 全員協議会室 

 

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  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  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） 

  神田 伯 

 

５ 提出議題 

⑴  報告事項 

報第５９号 会長専決処分の報告 

報第６０号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報第６１号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

⑵  議案審議 

  議第１２２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１２３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１２４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１２５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１２６号 農地転用事業計画変更申請決定について 

議第１２７号 非農地判断について 

  

 会長あいさつ 

 

 



2 

 

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１６番の塩野一男委員と１７番板垣房雄委員を指名する。 

 

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５９号会長専決処分の報告、報第６０号農地法第１８条 

第６項の規定による通知について、報第６１号農地法第３条の３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５９号会長専決処分について、報告いたします。 

第１８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３件、農地法第５条６件については、島根県農業会議第７

１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３件、農地法第５条６件を、常設審議委員会における

決定日の２月１０日付けで許可決定しております。 

また、第１６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、出雲市が令和４年２月１日付けで認可されたため、市の許可

日と同日の２月１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６０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。 

 

高橋副主任  それでは、報第６０号について、説明します。報告事項の１から２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。 

今月は受付番号１２８番から１３５番の８件の通知がありました。内訳と

しては、農地法３条申請のためが１件、契約内容の変更のためが３件、借人

の都合が１件、中間管理事業への移行が１件、貸人の都合が２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いものと考えます。 
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以上報告といたします。 

 

議  長   続いて、報第６１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  それでは、報第６１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。 

第１９回総会 報告事項の３ページから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１８８から２１０番までの２３件でし

た。 

権利の取得事由は、２３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１９１番、２０１番、２０６番、２０９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をしています。 

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、２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   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   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。

議第１２２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。農業振興課の河井係長から説明をお願いします。 

 

河井係長   議第１２２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、２月２８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。 
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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、４００筆、５５８，４５９．９５㎡うち新規の

設定が１１０筆、１８８，１７３．９５㎡、再設定が２９０筆、 

３７０，２８６．００㎡ 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、１６筆、１６，５１７

㎡、中間管理事業分合計が、３８４筆、５４１，９４２．９５㎡ うち中間

管理事業一括方式分が２７８筆、３５２，９４１㎡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３９３筆、３６３，７０６．７４

㎡、うち新規の設定が３１筆、３０，１５５．００㎡、再設定が３６２筆、 

    ３３３，５５１．７４㎡ 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、３３筆、３４，１５４㎡、

中間管理事業分合計が、３６０筆、３２９，５５２．７４㎡うち中間管理事

業一括方式分が３１９筆、２８３，６６０．７４㎡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。７９３筆、９２２，１６６．６９㎡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。１３２

ページの「農用地利用集積計画 所有権移転」及び１３３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、３筆、 

４，９１４㎡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、以上でございます。 

 

議  長   それでは、議題となっています議第１２２号のうち、５件が農業委員関与
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案件となります。その内、議席番号１６番塩野一男委員の関与案件が、５ペ

ージの 

１１００－２０２番の１件、となります。それでは、議席番号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、議席番号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１２２号のう

ち議席番号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、議席番号１６番塩野一男委員の関与案件１

件の先議案件を承認します。ここで塩野委員の除斥を解除いたします。 

 

議  長   次に、議席番号５番河原基委員の関与案件が、８ページの１１００－２２

２番及び９ページの１３００－３５５番の２件となります。それでは議席番

号５番河原基委員の関与案件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、議席番号５番河原基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１２２号のう

ち議席番号５番河原基委員の関与案件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、議席番号５番河原基委員の関与案件２件の

先議案件を承認します。ここで河原委員の除斥を解除いたします。 

 

議  長   次に、議席番号４番原孝治委員の関与案件が、３９ページの１３００－ 

４０９番となります。それでは、議席番号４番原孝治委員の関与案件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、

議席番号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。 
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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１２２号のう

ち議席番号４番原孝治委員の関与案件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、議席番号４番原孝治委員の関与案件１件の

先議案件を承認します。ここで原委員の除斥を解除いたします。 

 

議  長   次に、議席番号４番原孝治委員の関与案件が、１１７ページの１４００－ 

３６８番となります。それでは、議席番号３番松本尚幸委員の関与案件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、

議席番号３番松本尚幸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１２２号のう

ち議席番号３番松本尚幸委員の関与案件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、議席番号３番松本尚幸委員の関与案件１件

の先議案件を承認します。ここで松本委員の除斥を解除いたします。 

 

議  長   続きまして、議第１２２号のうち、先ほどの先議案件５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。 

 

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１２２号のう

ち、先議案件５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１２２号のうち、先議案件５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１２３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。 
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高橋副主任  それでは、議第１２３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、ご説明いたします。 

第１９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１８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４ページをご覧ください。なお、備考欄に※１印で記載のあるも

のにつきましては、令和４年１月２５日の総会で、※２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９４番について説明します。譲渡人は、労力不足のため、以前か

ら申請地を利用権設定して耕作していた近隣農地耕作者である譲受人に譲渡

するものです。所有権移転後は、譲受人が野菜を栽培される計画です。 

つづいて受付番号９５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、隣接宅地購入者である譲受人に譲渡するものです。所有権

移転後は、譲受人が野菜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、就労による労力

不足のため、以前から申請地を管理している近隣居住者である譲受人に譲渡

するものです。所有権移転後は、譲受人が野菜を栽培される計画です。 

つづいて受付番号９７番について説明します。譲渡人は、労力不足のため、

以前から申請地を管理している隣接農地耕作者である譲受人に譲渡するもの

です。所有権移転後は、譲受人が隣接する自己所有地と一体的に果樹および

野菜を栽培される計画です。 

つづいて受付番号９８番について説明します。譲渡人は、規模縮小のため、

隣接宅地購入者である譲受人に譲渡するものです。所有権移転後は、譲受人

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。こちらは農地所有適格法人

の常時従事者たる構成員が、当該法人に貸し付けることを前提として農地を

取得するものです。農地法第３条第２項第３号にあるように、取得後すぐに

貸し付ける場合は許可することができないこととなっていますが、農地所有

適格法人の常時従事者たる構成員が、その土地をその法人に貸し付けようと

する場合は許可できることとなっています。所有権移転後は、利用権設定に

より当該法人が水稲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、市内遠隔地在

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隣接農地耕作者で

ある譲受人に譲渡するものです。所有権移転後は、譲受人が隣接する自己所

有地と一体的にぶどうを栽培される計画です。 
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つづいて受付番号１０１番について説明します。譲渡人は、経営規模縮小

のため、隣接農地耕作者である譲受人に譲渡するものです。所有権移転後は、

譲受人が隣接する自己所有地と一体的に果樹を栽培される計画です。 

つづいて受付番号１０２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譲受人に譲渡するものです。所有権移

転後は、譲受人が野菜を栽培される計画です。 

つづいて受付番号１０３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譲受人に譲渡するものです。所有権移

転後は、譲受人が野菜を栽培される計画です。 

つづいて受付番号１０４番について説明します。譲渡人は、労力不足のた

め、以前から申請地を管理している譲受人に譲渡するものです。所有権移転

後は、譲受人が水稲を栽培される計画です。 

つづいて受付番号１０５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譲受人に譲渡するものです。所有権移

転後は、譲受人が野菜を栽培される計画です。 

つづいて受付番号１０６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、以前から申請地の一部を管理している譲受人に譲渡するもの

です。所有権移転後は、譲受人が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１０７番について説明します。事後案件です。譲渡人は

地方公共団体で、払下げをするものです。所有権移転後は、譲受人が野菜を

栽培される計画です。 

つづいて受付番号１０８番について説明します。こちらは共有持分の移転

です。こちらは１１人の共有名義の土地で、遠隔地にお住いの方などもおら

れるため、以前から申請地を管理していた譲受人に持分をまとめるものです。

ただし、そのうち１人が行方不明、別の１人が死亡のため、最終的には３人

の持分になります。持分移転後は譲受人が梅、柿などの果樹を栽培される計

画です。 

つづいて受付番号１０９番について説明します。譲渡人(ゆずりわたしに

ん)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譲受人

に譲渡するものです。所有権移転後は、譲受人が、野菜を栽培される計画で

す。 

つづいて受付番号１１０番について説明します。譲渡人(ゆずりわたしに

ん)は、労力不足のため、隣接農地耕作者である譲受人に譲渡するものです。

所有権移転後は、譲受人が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１１１番について説明します。譲渡人は、規模縮小のた
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め、隣接宅地居住者である譲受人に譲渡するものです。所有権移転後は、譲

受人が野菜を栽培される計画です。 

以上、受付番号９４から１１１番については、５から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。 

 

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１２３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１２３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、を承認いたします。 

 

議  長   次に、議第１２４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。 

 

後藤主事   それでは、議第１２４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、ご説明いたします。 

第１９回総会議案の１ページ（申請書事由別説明書）をご覧ください。今

月は、２４件の申請がありました。 議案書は８ページから１０ページ、説

明資料は１ページから６ページ、参考資料は１ページから４４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１３件について、３月に開催予

定の第７２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説明いたします。議案書８ページの受付番

号７３番です。 説明資料は、１ページらか３ページをご覧ください。転用

場所は白枝町です。９号線から浜山通りを西に 1つ入った市道を北に５００

ｍほど進んだところにあります。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。転用目的は貸集合住宅です。面積については、転用面

積・事業面積がともに１，１９９㎡です。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２種農地です。土地利用計画との調整

については、今年度の８月に申請地の農用地区域からの除外申し出があり、

１２月の第１７回総会で審議済みであり、３月末に決定する見込みです。許

可該当条項は、農地法施行規則第４６条に規定する「市街地近接」に該当し
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ます。事業計画についてご説明いたします。事業者は、市内で農業を営んで

いる個人です。この度、商業施設に近く交通の利便性もある所有地を整備し、

貸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

億７，２００万円、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。 

       つぎに、議案書１０ページの受付番号９１番です。説明資料は、４から６

ページをご覧ください。転用場所は佐田町反邊です。佐田行政センターを出

て県道３９号線を南に１キロ進み、須佐小学校の手前にある信号を右折して

県道１８５号線を西に１．８キロほど進んだところにあります。詳細な位置

につきましては５ページの案内図でご確認ください。転用目的は駐車場です。

面積については、転用面積・事業面積がともに１，０７８㎡です。申請地は、

都市計画区域外になります。農地区分は、第１種農地です。土地利用計画と

の調整については、今年度の８月に申請地の農用地区域からの除外申し出が

あり、１２月の第１７回総会で審議済みであり、３月末に決定する見込みで

す。許可該当条項は、農地法施行規則第３３条第 1号に規定する「農業体験

施設（地域の農業の振興に資する施設）」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、市内で牧場、酪農体験施設及び牧場での生産物

を使用した加工品販売施設を営んでいる法人です。この度酪農体験施設の来

訪者のためのバスの駐車場が不足しているため、申請地を造成し、駐車場を

整備する計画です。資金計画については、所要資金額が２０万円、資金調達

は全額自己資金で賄う計画となっています。残高証明を確認しています。 

なお、この他に事後追認の案件が１６件あります。受付番号７２番の案件

は、平成１４年に許可が出ていたが計画者死亡により無効となっていた土地

について相続人が令和３年に個人住宅を建築、再度許可が必要であることを

確認したため追認で申請を行うものです。受付番号７４番の案件は昭和５７

年頃から自宅敷地として利用してきたものです。受付番号７８番の案件は、

３０年以上前から農業用倉庫として利用してきたものです。受付番号７９番

の案件は、平成３年頃から近隣店舗への貸駐車場として利用してきたもので

す。受付番号８０番の案件は、令和３年６月に貸駐車場のための造成工事を

行っています。違反転用について指摘し、許可が出るまでは農地以外の用途

で使用することがないように指導し、今回の申請に至っています。受付番号

８２番の案件は、平成１８年頃から一部を駐車場として利用してきたもので

す。受付番号８４番の案件は、昭和４９年頃から一部を農業用倉庫及び駐車

場として利用してきたものです。この度親族の住宅を建築する際に許可が必

要であるとわかり、申請を行うものです。受付番号８５番の案件は、平成６

年頃から住宅用地として利用してきたものです。受付番号８６番の案件は、
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令和２年頃から駐車場として利用しているものです。違反転用について指導

し、この度追認で申請を行うものです。受付番号８７番の案件は、５０年以

上前から個人住宅敷地として利用してきたものです。受付番号８８番の案件

は、平成１７年頃から作業場及び駐車場として利用してきたものです。受付

番号８９番の案件は、別の地番の農地（家の前）について昭和４３年頃から

転用申請せずに墓地として利用していたところ、この度の宍道湖西岸土地改

良によりその農地が道路として収用されることとなり、その代替地として今

回申請を行うものです。受付番号９０番の案件は、平成９年頃から一部を車

庫・農舎として利用してきたものです。この度駐車場を新設するにあたり許

可が必要であることがわかり申請を行うものです。受付番号９２番の案件は、

令和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９３番の案件

は、平成２９年頃から貸駐車場として利用してきたものです。受付番号９４

番の案件は、３０年以上前から車庫・物置の進入路として利用してきたもの

です。いずれの申請も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７１から９４

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   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。それでは、議第１２４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１２４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１２５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

承認について及び関連がございますので、議第１２６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   それでは、議第１２５号の５条申請について説明します。議案書は１１ペ

ージから２０ページ、説明資料は７ページから４８ページ、参考資料は４５

ページから１４４ページになります。今月の５条申請の内訳は、所有権の移
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転が４４件、賃貸借権の設定は２件、使用貸借権の設定が１８件の合計６４

件提出されております。今月の説明該当案件は１４件です。 

なお、令和４年３月開催予定の第７２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、２９件の予定です。 

個別事案について説明します。議案書１１ページの受付番号２６３番につ

いて説明します。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、高松町です。案内図は説明資料８ページです。申請地の横の県道を北

に３００ｍほどで高松コミュニティセンター、さらに５００ｍほど行くとラ

ピタはまやま店という位置関係になります。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４筆、畑が２筆です。転用目

的は『事務所・倉庫・テナント、資材置場』です。転用面積は１，１３９㎡、

所要面積は１，３２６㎡です。申請地の都市計画区域区分は、用途地域でな

い、その他の地域です。申請地の農地区分は、第２種農地です。農振除外は

昨年１２月の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号の農業公共投資が行われていない小さい集団の

農地、「非改良」に該当します。権利の種類は、所有権の移転です。事業計画

について、事業者は、事業者は市内で土木工事業を営む法人です。従業員の

増加対応や、借りている事務所と倉庫が離れており、これを集約するため申

請地を取得し、事務所、倉庫等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１，５００万円で、これに対する資金調達については全額自

己資金の計画であり、証明を確認しています。 

つづいて議案書Ｐ１２の受付番号２６７番について説明します。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、松寄下町です。

案内図が説明資料１１ページにあります。ラピタはまやま店から北西方向に

直線で４００ｍ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。該当の農地は田が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２，７０４㎡です。申請地の都市計画区域区分は、その他の

地域です。申請地の農地区分は、第１種農地です。農振除外は１２月総会で

審議済みです。転用にあたっての許可該当条項は、則第３３条第４号の「集

落接続」に該当します。権利の種類は、所有権の移転です。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。国道・県道にアクセ

スが良く、教育施設、商業施設にも近い申請地を取得して建売住宅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１億３，８００万

円で、資金調達は全額融資で賄う計画であり、証明を確認しています。 

つづいて議案書１２ページの受付番号２７２番について説明します。説明

資料の１３ページから１５ページをご覧ください。転用場所は、浜町です。
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案内図が説明資料１４ページにあります。先ほど説明した松寄下町の申請地

から橋を渡って５００ｍ北に行ったあたりになります。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。該当の農地は畑が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２，６６７㎡です。申請地

の都市計画区域区分は、その他の地域です。申請地の農地区分は、第１種農

地です。農振除外は１２月総会で審議済みです。転用にあたっての許可該当

条項は、則第３３条第４号の「集落接続」に該当します。権利の種類は、所

有権の移転です。事業計画について、事業者は、市内で不動産業を営んでい

る法人です。幹線道路に近く、教育施設等にも近い申請地を取得して建売住

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１億７，

１００万円で、資金調達は全額融資で賄う計画であり、証明を確認していま

す。 

つづいて議案書１２ページの受付番号２７３番について説明します。計画

変更の３０番とセットの案件です。説明資料の１６ページから１８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１７ページです。

申請地から北に８００ｍほどで出雲ドームです。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、田が３筆です。転用目的は、

当初計画では『貸事務所・駐車場等』でした。変更後の目的は『サービス付

き高齢者向け住宅』です。転用面積、所要面積ともに１，５６４㎡です。申

請地の都市計画区域区分は、用途地域の第１種住居地域です。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。権利の種類は、所有権の移転です。事業

計画について、事業者は、市内で同様の高齢者向け住宅を営む法人です。自

社の住宅に近く管理運営についても便利なため、当初計画者と協議の結果、

申請地を譲り受け、サービス付き高齢者向け住宅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６億６，０００万円で、これに対する

資金調達については全額融資の計画であり、証明を確認しています。 

つづいて議案書１３ページの受付番号２７９番について説明します。説明

資料の１９ページから２１ページをご覧ください。転用場所は、武志町です。

案内図が説明資料２０ページにあります。申請地の北に県立大学、南に一畑

電鉄川跡駅があります。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。該当の農地は田が２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２，４６９㎡です。申請地の都市計画区域区分は、その他の

地域です。申請地の農地区分は、第３種農地です。農振除外は昨年１２月の

総会で審議済みです。転用にあたっての許可該当条項は、則第４３条第２号

の駅から３００ｍ以内の「公共３００」に該当します。権利の種類は、所有
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権の移転です。事業計画について、事業者は、市内で土木、建築、不動産業

等を営んでいる法人です。幹線道路に近く利便性の高い申請地を取得して建

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

億５，１６８万１，０００円で、資金調達は全額自己資金で賄う計画であり、

証明を確認しています。 

つづいて議案書１３ページの受付番号２８０番について説明します。説明

資料の２２ページから２４ページをご覧ください。転用場所は、武志町です。

案内図が説明資料２３ページにあります。先ほど説明した案件の少し西側で、

直線で２００ｍ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。該当の農地は田が２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２，３８６㎡です。申請地の都市計画区域区分は、その

他の地域です。申請地の農地区分は、第２種農地です。農振除外は昨年１２

月の総会で審議済みです。転用にあたっての許可該当条項は、則第４５条第

２号の、駅から５００ｍ以内の「公共５００」に該当します。権利の種類は、

所有権の移転です。事業計画について、事業者は、市内で不動産業を営んで

いる法人です。幹線道路に近く、教育施設等にも近い申請地を取得して建売

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

３，０００万円で、資金調達は全額融資で賄う計画であり、証明を確認して

います。 

つづいて議案書１４ページの受付番号２８４番について説明します。説明

資料の２５ページから２７ページをご覧ください。転用場所は、下古志町で

す。案内図が説明資料２６ページにあります。図の下の方の大きな道は古志

橋から降りてきた道です。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。該当の農地は田が３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１，０２６㎡です。申請地の都市計画区域区分は、その

他の地域です。申請地の農地区分は、第１種農地です。農振除外は昨年１２

月の総会で審議済みです。転用にあたっての許可該当条項は、則第３３条第

４号の「集落接続」に該当します。権利の種類は、所有権の移転です。事業

計画について、事業者は、市内で集合住宅２棟を所有する個人です。商業施

設や医療機関にも近い申請地を取得して集合住宅１棟を建築する計画です。

資金計画につきましては、所要資金額が１億６，４００万円で、資金調達は

全額融資で賄う計画であり、証明を確認しています。 

つづいて議案書１４ページの受付番号２８７番について説明します。説明

資料の２８ページから３０ページをご覧ください。転用場所は、神門町です。

案内図が説明資料２９ページにあります。神戸大橋を西へ渡って１．５ｋｍ

ほどの、ガソリンスタンドやドラッグストアの裏側になります。詳細な位置
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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２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２，９５５㎡です。

申請地の都市計画区域区分は、その他の地域です。申請地の農地区分は、第

１種農地です。農振除外は昨年１２月の総会で審議済みです。転用にあたっ

ての許可該当条項は、則第３３条第４号の「集落接続」に該当します。権利

の種類は、所有権の移転です。事業計画について、事業者は、市内で不動産

業を営んでいる法人です。幹線道路に近く、商業施設等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２億円で、資金調達は全額融資で賄う計画であり、証明を確認して

います。 

つづいて議案書１４ページの受付番号２９０番について説明します。説明

資料の３１ページから３３ページをご覧ください。転用場所は、灘分町です。

案内図が説明資料３２ページにあります。灘分小学校の少し東側になります。

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『資材置場』です。転用面積、所要面積ともに 

１，００１㎡です。申請地の都市計画区域区分は、その他の地域です。申請

地の農地区分は、第１種農地です。農振除外は令和３年９月２７日付け決定

済みです。転用にあたっての許可該当条項は、則第３３条第４号の「集落接

続」に該当します。権利の種類は、所有権の移転です。事業計画について、

事業者は、市内で電気通信工事業を営んでいる個人です。事務所に近く、利

便性の高い申請地を取得して資材置場を整備し、自身の会社で利用する計画

です。資金計画につきましては、所要資金額が１５０万円で、資金調達は全

額自己資金で賄う計画であり、証明を確認しています。 

つづいて議案書Ｐ１５の受付番号２９４番について説明します。説明資料

の３４ページから３６ページをご覧ください。転用場所は、国富町です。案

内図が説明資料３５ページにあります。図の右下の方向へ出ますと２００ｍ

で国道４３１号です。さらに東へ約２ｋｍで西代橋からの県道との交差点で

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

田が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 

２，３７１㎡です。申請地の都市計画区域区分は、その他の地域です。申請

地の農地区分は、第１種農地です。農振除外は昨年１２月の総会で審議済み

です。転用にあたっての許可該当条項は、則第３３条第４号の「集落接続」

に該当します。権利の種類は、所有権の移転です。事業計画について、事業

者は、市内で測量・設計・不動産業等を営む法人です。幹線道路に近く、利

便性の高い申請地を取得して建売住宅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１億２，０００万円で、資金調達は全額自己資
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金で賄う計画であり、証明を確認しています。 

つづいて議案書１５ページの受付番号２９５番について説明します。説明

資料の３７ページから３９ページをご覧ください。転用場所は、上岡田町で

す。案内図が説明資料３８ページにあります。西の方向へ行きますと６００

ｍほどで県道小伊津港線にでます。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『資材倉庫』です。

転用面積、所要面積ともに８２０㎡です。この案件は追認案件となっており

ます。申請地の都市計画区域区分は、その他の地域です。申請地の農地区分

は、第２種農地です。農用地区域外であり、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。権利の種類は、所有

権の移転です。事業計画について、事業者は、市内で建設業を営む法人です。

事務所に隣接する倉庫が手狭であったことから、資材倉庫を整備しています

が、許可を受けていなかったことからこの度手続きを行うものです。資金計

画につきましては、今後の支出はありません。 

つづいて議案書１５ページの受付番号２９６番について説明します。説明

資料の４０ページから４２ページをご覧ください。転用場所は、湖陵町二部

です。案内図が説明資料４１ページにあります。国道９号のホームセンター

とコンビニがある交差点を南に入り、湖陵の行政センターも過ぎたところで

す。国道から１ｋｍほどです。図の申請地の東側の道がその県道になります。

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『資材置場・駐車場』です。転用面積、所要面積とも

に３，２２７㎡です。申請地の都市計画区域区分は、その他の地域です。申

請地の農地区分は、第２種農地です。土地利用計画との調整については、農

用地区域外の場所です。転用にあたっての許可該当条項は、則第４５条第２

号の、湖陵行政センターから５００ｍ以内の「公共５００」に該当します。

権利の種類は、所有権の移転です。事業計画について、事業者は、市内で農

業用施設の建築やＬＰガス事業等を営む法人です。現在の資材置場が分散し

ていて非効率なため、事務所に隣接する申請地を取得して資材置場・駐車場

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１，５００万

円で、資金調達は全額自己資金で賄う計画であり、証明を確認しています。 

つづいて議案書１６ページの受付番号３０３番について説明します。説明

資料の４３ページから４５ページをご覧ください。転用場所は、斐川町上直

江です。案内図が説明資料４４ページにあります。ＪＲ直江駅のすぐ西側に

なります。案内図の一番左上にある道路が国道９号です。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。該当の農地は田が３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２，１４１㎡です。申請
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地の都市計画区域区分は、用途指定のある近隣商業地域です。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。権利の種類は、所有権の移転です。事業

計画について、事業者は、市内で不動産業を営んでいる法人です。幹線道路

に近く、教育施設等にも近い申請地を取得して宅地９区画を造成する計画で

す。資金計画につきましては、所要資金額が５，０００万円で、資金調達は

自己資金と融資で賄う計画であり、それぞれ証明を確認しています。 

つづいて議案書２０ページの受付番号３２３番について説明します。説明

資料の４６ページから４８ページをご覧ください。転用場所は、斐川町中洲

です。案内図が説明資料４７ページにあります。斐川行政センターの東側の

道をずっと北に１．５ｋｍほどのところになります。この道はさらに北に向

かうと瑞穂大橋に出ます。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３筆、畑が２筆です。転用目的は『農業用施設』

です。転用面積、所要面積ともに４，２７０㎡です。一部追認案件となって

います。申請地の都市計画区域区分は、その他の地域です。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、農振農用地利用計画で指定された目的で使う場合、本案件

では「農業用施設」に該当します。権利の種類は、使用貸借権設定です。事

業計画について、事業者は、市内で農作物の生産加工販売業等を営んでいる

法人です。耕作する農地に近い申請地を使用貸借により借り受け、ハウス等

を建築して作業の効率化を図る計画です。資金計画につきましては、所要資

金額が６００万円で、資金調達は自己資金で賄う計画であり、証明を確認し

ています。 

       以上が説明案件であり、５条のその他の案件につきましては、議案書並び

に参考資料でご確認をよろしくお願いいたします。 

続いて、議第１２６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２１ページです。今月の申請は３件提出されております。

所有権の移転が１件、使用貸借権の設定が２件です。説明該当案件１件につ

いては先ほど説明をいたしましたのでここでは説明を割愛させていただきま

す。また、その他２件も５条とのセット案件であり、第２１６号の２９番は

５条の３０７番、３１番は５条の３０９番とセットとなっております。議案

書及び参考資料をご確認ください。 

今月申請のありました５条６４件、計画変更３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。 
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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、ご意見はないものようですので、議第１２５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１２６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１２５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１２６号を決定いたします。 

 

議  長   議第１２７号非農地判断について、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   それでは議第１２７号、非農地判断について説明します。議案書の２２ペ

ージから２５ページ及び説明資料４９ページ以降をご覧ください。今回非農

地判断を行うのは佐田町原田になります。対象農地は田６１筆 

６５，６８１㎡、畑３０筆１７，２５０㎡計９１筆、８２，９３１㎡の農地

に対し非農地判断を行います。 

各筆の詳細については議案の２４ページから２５ページの一覧表でご確認

ください。また一覧表の左側に地図の欄がございます。これは説明資料４９

ページの付近案内図区域を示しております。また、右側の写真の欄は対応す

る写真の番号になります。説明資料５８ページ以降に各筆の現況写真を載せ

ておりますのでご確認ください。 

対象農地は佐田町原田の登記地目が農地であるため農地台帳上で農地とい

う扱いにしている農地になります。いずれも以前は農地として使用されてい

たようですが、現在は現況では山林及び原野化したものになります。各農地

を非農地とする根拠は一覧表の「左の根拠」欄に示しております。いずれも

農地法第２条に規定する農地に該当しないものであると判断して、非農地判

断の対象となるものと考えます。 

       なお、今総会にて非農地であると決定されますと、土地所有者に対し非農

地通知を送付するとともに、県・法務局等関係機関に対し非農地とした旨の

通知を送付いたします。説明は以上です。 

 

議  長   担当農業委員さん、補足があればお願いします。 

 

板垣委員   議席番号１７番の板垣です。昨年の５月頃から各集落を回り、振興協議会

にも協力をいただき、それぞれの地区から荒れた農地のリストを出してもら
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いました。地積調査が終わって２０年位経過していますが、その当時よりも

荒れてきており、耕作者の高齢化に伴い、後継者も都会に出ていくというこ

とで殆ど手付かずという状況のところもあります。出していただいたところ

を精査していきますと、ハウスなどの施設が建っていたり、一部耕作されて

いたりした土地があったため、先般事務局と精査し、今回の案件を提出させ

ていただいたところです。ご判断の程、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局及び担当農業委員から説明がございましたが、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１２７号非農地判断に

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１２７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４５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、松崎主任、高橋副主任、後藤主事 

 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 

 

       ―――――――――――――—―――――――――――― 

 

 

 


