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出雲市農業委員会（第２期）第２０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)３月２５日（金） 午前９時３０分から午前１１時 

 

２ 場所  出雲市役所 １階 くにびき大ホール 

 

３ 出席委員（２１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  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   

   

４ 欠席委員（３名） 

  松井 幸男  神田 伯   遊木 龍治 

 

５ 提出議題 

⑴  報告事項 

報第６２号 会長専決処分の報告 

報第６３号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報第６４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６５号 農地法第３条の規定による農地等の許可の取消について 

報第６６号 農地法第２条第３項の規定による農地所有適格法人について 

⑵  議案審議 

  議第１２８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１２９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１３０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１３１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１３２号 農地転用事業計画変更申請決定について 

議第１３３号 所有者等を確知できない農地の公示について 

議第１３４号 農作業料金及び農業臨時雇用賃金の決定について 

議第１３５号 出雲市農業委員の辞任について 
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議第１３６号 出雲市農業委員会農地利用最適化推進委員の辞任について 

  

 河原会長職務代理者あいさつ 

 

６ 議事  

河原会長職務代理者が議長を務め、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。 

署名委員に議席番号１８番の今岡充委員と２０番江角昭夫委員を指名する。 

 

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６２号会長専決処分の報告、報第６３号農地法第１８条第

６項の規定による通知について、報第６４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６５号農地法第３条の規定による農地等の許可の

取消について、報第６６号農地法第２条第３項の規定による農地所有適格法

人についてを一括して報告します。 

 

議  長   報第６２号会長専決処分について、報告いたします。 

第１９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２件、農地法第５条１１件については、島根県農業会議第

７２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２件、農地法第５条１１件を、常設審議委員会にお

ける決定日の３月１０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６３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６３号について、説明します。報告事項の１から９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１３６番から１８９番の５４件の通知がありました。内訳

としては中間管理事業への移行が４７件、貸人の都合が１件、担い手による

農地集積のためが３件、借人の都合が１件、農地法３条申請のためが１件、
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契約内容の変更が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６４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６４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２０回総会報告事項の１０から１９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２１１から２２６番までの１６件でし

た。権利の取得事由は、１６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

２１５番、２１８番、２２２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、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、３月４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６５号農地法第３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。 

 

高橋副主任  それでは、報第６５号について説明いたします。報告事項２０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５番になります。 

令和３年１１月２４日付で許可した案件です。許可を受けたのは灘分町の２

筆で、譲渡人の都合で、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３月９日付で取り消しております。現地はもともと２筆とも譲受人

である営農組合が利用権設定して耕作をしていた田です。３条申請のために

利用権を解約しましたが、取消し後は改めて利用権設定してそのまま田とし

て耕作されます。説明は以上です。 

 

議  長   続いて、報第６６号農地法第２条第３項の規定による農地所有適格法人に
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ついて、事務局から報告をお願いします。 

 

藤原事務局長 報第６６号 農地法第２条第３項の規定による農地所有適格法人について

報告します。 

 報告事項の２１、２２ページをご覧ください。 農事組合法人、株式会社

又は持分会社で法に規定する要件を満たすものについては、農地所有適格法

人として、農地を取得又は借入し、農業経営を行うことができます。 

       出雲市内においては、昨年３月の報告以降新たに設立され農地の権利を取

得した法人が３法人あり、一方で解散等した法人が２法人で現在１０５の農

地所有適格法人があり農業経営を行っています。詳細は資料の表でご確認く

ださい。また、この他に現在は農地の権利を取得していませんが、農地所有

適格法人化を目指して設立された法人が１法人、あります。 

なお、これらの法人につきましては、農地法第６条の規定により毎事業年

度ごとに要件確認のための報告が義務付けられており、これにより農地所有

適格法人としての要件を確認しています。以上 報告と致します。 

 

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１２９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  それでは、議第１２９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２０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１６件ありました。個別の事案についてご説

明いたします。２から４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４年１月２５日の総会で別段面積の適用を

決定した土地でございます。 

受付番号１１２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、

受人が水稲を栽培される計画です。 

つづいて受付番号１１３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
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後は、受人が水稲を栽培される計画です。 

つづいて受付番号１１４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、受人がきゅうりを栽培される計

画です。 

つづいて受付番号１１５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、以前から申請地の一部を管理している隣接農地耕作者で

ある受人に譲渡するものです。所有権移転後は、受人が隣接する自己所有地

と一体的にぶどうなどの果樹および大根、かぶを栽培される計画です。  

受付番号１１６番から１１９番は譲受人が同ジですのであわせて説明しま

す。譲渡人は、いずれも規模縮小のため、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、受人が栗を栽培される計画です。 

受付番号１２０番と１２１番は農地の交換です。受付番号１２０番の譲受

人は申請地の隣接農地耕作者で、取得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。受付番号１２１番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１２２番と１２３番は譲受人が同ジですのであわせて説

明します。譲渡人は、いずれも規模縮小のため、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、受人が水稲を栽培される計画です。 

つづいて受付番号１２４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、受人が野菜を栽培される計画です。 

つづいて受付番号１２５番について説明します。譲渡人は、農業経営廃止

のため、近隣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、

受人が芋などの野菜を栽培される計画です。 

つづいて受付番号１２６番について説明します。譲渡人は、自身の耕作す

る農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１２７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。 
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以上、受付番号１１２番から１２７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   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１２９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１２９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１３０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１３０号 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２０回総会議案の１ページをご覧ください。今月は、７件の申請があり

ました。議案書は８ページ、説明資料は１から３ページ、参考資料は１から

１２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２件について、４月に開催予定の第７３

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１０１番です。説明資料は、１から３ページを

ご覧ください。転用場所は斐川町沖洲です。国道９号線から空港ホテル前の

交差点から北東に入り、斐川第一体育館前のＴ字路を北に曲がり、橋を渡っ

てすぐの県道出雲空港線との境付近にあります。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。転用目的は賃貸住宅です。面積につい

ては、転用面積・事業面積がともに６８４㎡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１種農地です。この案件は事

後案件となります。元々は昭和５５及び５９年に農用地区域からの除外を行

った上で宅地として転用許可が出ている場所になります。当初計画者は申請

者の父であり、当初計画者死亡後にその配偶者である申請者の母が家を建築

し居住していました。この度申請者の母が亡くなり、相続を行った際に登記
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地目が農地であることがわかり、賃貸住宅として利用するためにこの度申請

を行うものです。許可該当条項は、農地法施行規則第３３条第４号に規定す

る「集落接続」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、県外又は市内に在住する個人です。この度、幹線道路沿いで交通の便が

良く、住宅が並び生活環境が良い所有地を整備し、賃貸住宅を建築する計画

です。資金計画につきましては、既に建築物は建っており、現況のまま管理

を行うため今後の支出予定はありません。 

なお、この他に事後追認の案件が３件あります。受付番号９５番の案件は、

昭和５０年頃から物置として利用してきたものです。受付番号９６番の案件

は、昭和５５年頃から農業用施設及び居宅の増築を行い宅地として利用して

きたものです。この度北側に長男の住宅を建築することとなり、確認したと

ころ手続きをしていないことがわかり追認で申請を行うものです。受付番号

９７番の案件は、平成２７年頃から車庫用地として利用してきたものです。

この度申請者家族の住居を建築するにあたり、手続きを行っていないことが

確認されたため追認で申請を行うものです。議案１１ページの受付番号 

３４１番の５条申請も同案件となりますので併せてご確認ください。 

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９５から１０１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。 

 

議  長   質問、意見は無いものと認めます。それでは、議第１３０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１３０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１３１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１３２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。 
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松崎主任   それでは、議第１３１号の５条申請について説明します。 

議案書は９ページから１２ページ、説明資料は４ページから１８ページ、

参考資料は１３ページから５０ページになります。 

今月の５条申請の内訳は、所有権の移転が１４件、賃貸借権の設定は０件、

使用貸借権の設定が１０件の合計２４件提出されております。今月の説明該

当案件は４件です。なお、令和４年４月開催予定の第７３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、１１件の予定です。 

個別事案について説明します。 

議案書９ページの受付番号３２４番について説明します。説明資料の４ペ

ージから６ページをご覧ください。転用場所は、大津町です。案内図は説明

資料５ページです。案内図左上の信号交差点は大津の県合庁から北へ行った

レストランジョイフルがある交差点です。そこから東へ入ったとこにあるな

かの保育園から南へ直線２００ｍくらいの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２，１０８㎡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、農地法施

行規則第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、事業者は市内で宅建業等を営む法人です。

用途地域内で利便性の高い地域にある申請地を取得し、１０区画の宅地分譲

を行う計画である。資金計画につきましては、所要資金額４，２８４万円で、

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９ページの受付番号３２５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、大津町です。案内

図が説明資料８ページにあります。１月の総会で保育園の西側で宅地分譲が

出てました。今回は保育園の北側です。申請地から南に２００ｍほどで高瀬

川沿いの道に出て、さらに５００ｍほど行くと弥生の森博物館という位置関

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１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２，１０５㎡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、規則第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等

を営む法人です。幹線道路に近くて利便性が高く、学校等にも近い申請地を

取得し、１０区画の宅地分譲を行う計画です。資金計画につきましては、所
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要資金額が４，４００万円で、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９ページの受付番号３２９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、浜町です。案

内図が説明資料１１ページにあります。申請地の東の方で先月建売分譲が２

件出ていました。案内図から外れてますが右下の方向にラピタ浜山店があり

ます。申請地から店まで８００ｍくらいです。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。該当の農地は畑が２筆です。転用目的は『事務

所兼作業場・住宅・貸家』です。転用面積、所要面積ともに１，００３㎡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、規則第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、大工業を営む個

人です。現在の事務所兼作業場が狭くなり、移転に併せて家族の住宅、貸家

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１，１００万

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。 

つづいて議案書９ページの受付番号３３１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、常松町です。

案内図が説明資料１４ページにあります。案内図真ん中下寄りの信号交差点

の東西の道は県道斐川出雲大社線、北神立橋の通りです。信号交差点の東北

の角に申請者の現事務所がある建物があり、申請地は北へ２００ｍ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

地は田が３筆です。転用目的は『会社社屋』です。転用面積、所要面積とも

に１，７４３㎡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、規則第４５条第２号の「街区形成」に該

当します。街区とは道路や水路に囲まれた区画のことであり、ひとつではな

くこうした区画がいくつも続いていて、市街地に近く、かつ将来市街化が見

込まれる場所があてはまります。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、市内でコンピュータ関連の、いわゆるＩＴ産業の法

人です。従業員の増加等に伴い賃貸している建物が狭くなり、現事務所から

近い申請地を取得して社屋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２億２，２７０万円で、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１０ページの受付番号３３７番について説明します。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、斐川町美南
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です。案内図は説明資料１７ページです。案内図の一番下にある東西道路が

国道９号で、載っていませんが図右下の角の国道沿いに斐川のトライアルが

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、『駐車場』です。転用面積、所要面積と

もに１，４４８㎡です。申請地の都市計画区域区分は、用途地域以外のその

他の地域です。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。権利の種

類は、所有権の移転です。事業計画について、事業者は市内で病院事業等を

営んでいます。患者用駐車場の不足を解消するため、申請地を取得して駐車

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４，８５０万

９千円で、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。 

 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。 

つづいて、議第１３２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１３ページです。今月の申請は２件提出されておりま

す。使用貸借権の設定が１件、権利の設定・移転を伴わない案件が１件です。

説明該当案件はありません。 

また、２１６号の３２は５条とのセット案件であり、５条の３３９番とセ

ットとなっております。２１６号の３３は４条との案件で、４条の９８番と

セットです。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２４件、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。 

 

  議長を河原会長職務代理者から大梶会長に交代する。 

 

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１３１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１３２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１３１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１３２号を決定いたします。 
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議  長   それでは、議第１２８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１２８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、３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、２１９筆３７３，９２１．６１㎡、うち新規の設

定が５２筆９５，９９９．００㎡、再設定が１６７筆２７７，９２２．６１

㎡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２９，５３３㎡、中間管理事業分合計が、

２０３筆３４４，３８８．６１㎡、うち中間管理事業一括方式分が１５筆、

３１，７８２㎡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１６９筆、１９４，３７７．８５

㎡、うち新規の設定が４８筆、５９，７９０．８５㎡、再設定が１２１筆、

１３４，５８７．００㎡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、合計ご覧くださ

い。相対分合計が、４９筆４８，８３８．８５㎡、中間管理事業分合計が、

１２０筆１４５，５３９㎡、うち中間管理事業一括方式分が４４筆 

５５，７７４㎡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。３８８筆５６８，２９９．４６㎡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。４４ペ

ージの「農用地利用集積計画所有権移転」及び４５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
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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、８筆、１０，４８１㎡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１２８号のうち、１件が農業委員関与

案件となります。その内５番河原基委員の関与案件が４５ページの１５００

－１５番の１件、となります。 

それでは、５番河原基委員の関与案件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、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１２８号のう

ち議席番号５番河原基委員の関与案件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５番河原基委員の関与案件１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   続きまして、議第１２８号のうち、先ほどの先議案件１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１２８号のう

ち、先議案件１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１２８号のうち、先議案件１件を除く

すべての案件について承認します。 
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議  長   次に、議第１３３号所有者等を確知できない農地の公示についてを議題と

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１３３号所有者等を確知できない農地の公示について、ご

説明いたします。 

農地法第３０条に基づき毎年実施している農地利用状況調査において、遊

休農地と判断された農地については、その農地の所有者等に利用意向調査を

実施するよう農地法第３２条第 1項に規定されています。 

しかしながら、令和３年度に実施した農地利用状況調査において遊休農地

と判断された農地のうち、告示案の３筆については、相続登記がされていな

い等の理由のため、調査しても所有者等が確知できませんでした。 

つきましては、これらの農地について、農地法第３２条第３項の規定に基

づき所有者等が確知することができない旨を告示いたします。 

告示は、市役所東側の掲示板に掲載するとともに、出雲市のホームページ

にも掲載する予定です。 

これらの農地の所有者等は、告示の日から起算して６か月以内に申出書及

びその権原を証する書面を農業委員会事務局に提出していただきます。 

この申出があった場合は、申出者にあらためて利用意向調査を実施し、農

地の利用意向があった場合、当該農地の活用が可能になります。 

また、申出がなく他の者から当該農地の利用意向があった場合は、農地法

第４１条の「所有者等を確知できない場合における農地の利用」の規定と、

第３９条第１項の「島根県知事が裁定を行うこと」に関する規定により、農

地中間管理権を設定が可能となり当該農地の活用が可能となります。この案

件について、委員のみなさまで情報をお持ちでしたら後ほどお知らせいただ

ければと思います。説明は以上です。 

 

議  長   事務局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。 

 

江角委員   議席番号２０番の江角です。私の管轄の案件がありますが、農地パトロー

ルの際、不在ということで遊休農地という判定していますが、この３件以外

にはなかったかということと、この案件については、最終的には近隣の方に

作ってもらうよう働きかけるということでよいですね。 

 

松崎主任   今回の３件については、現時点で戸籍などを調査し、所有者が判明しなか

ったものについてお諮りするものです。まだ、調査中の案件がたくさんござ

います。何分今年から過去のものも意向調査を行うことになりましたので、
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筆数が膨大になっています。今後、調査結果がまとまり次第随時お諮りする

ことになります。 

       農地利用については、地元周辺の皆様への働きかけにつきましては、今後

地元の農業委員や推進委員のみなさまにご相談させていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 

江角農業委員 わかりました。連携を取りながら出来るだけ耕作してもらえるようしてい

かないといけないと思います。 

 

議  長   質問、意見は無いものと認めます。それでは、議第１３３号所有者等を確

知できない農地の公示、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１３３号を承認いたします。 

 

議  長   次に議第１３４号農作業料金及び農業臨時雇用賃金の決定について、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。 

 

吉川主任   それでは、議第１３４号令和４年度農作業料金及び農業臨時雇用賃金の決

定について、ご説明いたします。第２０回総会議案の１８ページをご覧くだ

さい。 

佐田地域、多伎地域及び湖陵地域の農作業料金については、毎年度、出雲

市農業委員会で決定しております。この令和４年度農作業料金案を作成する

にあたり、佐田、多伎、湖陵地域で稲作を行っている認定農業者など９者に

対して実態調査を行い、すべての者から回答を得ました。その結果、一部に

標準作業料金よりも高い料金があるほかは、おおむね標準作業料金より低い

設定になっていました。 

また、出雲、平田、大社、斐川における各地域の決定機関に対して、料金

改定に関する検討状況を確認した結果、正式決定でない地域や状況が確認で

きなかった地域もありますが、いずれも令和３年度料金を据え置きとする考

え方のようです。 

これらを総合して判断し、令和４年度の料金につきましては、現在の料金

を据え置きとし、佐田地域及び多伎地域については、トラクターによる耕う

ん８，４００円、トラクターによる代かき８，９００円、育苗１７，５００

円、田植機による田植え作業８，８００円、コンバインによる刈取り作業 

２１，６００円、もみ運搬２，３００円です。 

湖陵地域については耕うん９，３００円、代かき１１，３００円、育苗１
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８，０００円、田植え９，３００円、刈取り（もみ運搬込み）２３，７００

円です。 

次に、農業臨時雇用賃金についてです。こちらも令和３年度と同額の１日

８時間８，０００円、１時間あたり１，０００円です。なお、８時間を超え

る場合には２５パーセント加算とします。この割増率も昨年と変更ありませ

ん。この賃金は、斐川地域を除く市内全域を適用範囲としております。 

参考資料として２０ページに各地域別の料金を掲載しています。この農作

業料金と農業臨時雇用賃金は、作業項目別に一定の条件に基づいた標準的料

金、賃金を示すものです。個々の契約にあたっては、あくまで作業条件など

を勘案した双方の合意で決定していただくこととなります。 

 本件につきご承認をいただけましたら、令和４年４月１日からこの料金を

適用することとし、農業者等から問い合わせがあった場合にはこの料金でご

案内をしてまいります。 

また、決定後には昨年度と同様、斐川地域へ情報提供する予定です。説明

は以上です。 

 

議  長   事務局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、農作業料金及び農業臨時雇用賃金の決定について、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１３４号を承認いたします。 

 

議  長   次に、議第１３５号出雲市農業委員会委員の辞任について、及び関連があ

りますので、議第１３６号出雲市農業委員会農地利用最適化推進委員の辞任

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１３６号出雲市農業委員の辞任についてご説明いたします。別冊議案

をご覧ください。令和４年３月２４日付けで辞任願が提出されており、今月

末をもって農地委員を辞任したいとのことです。農業委員会等に関する法律

第１３条の規定により、農業委員会の同意を求めるものです。 

また、議第１３６号出雲市農業委員会農地利用最適化推進委員の辞任ご説

明いたします。令和４年３月２３日付けで辞任願が提出されており、４月末

をもって農地委員を辞任したいとのことです。農業委員会等に関する法律第
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２３条の規定により、農業委員会の同意を求めるものです。説明は以上です。 

 

議  長   事務局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   農業委員の辞任は初めてではないですか。 

 

藤原事務局長 前期、今期のところではなかった事です。 

 

議  長   質問、意見は無いものと認めます。 

それでは、出雲市農業委員会委員の辞任について、及び出雲市農業委員会

農地利用最適化推進委員の辞任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１３５号及び議第１３６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。 午前１１時００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 

 

       ―――――――――――――—―――――――――――― 

 

 

 


