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出雲市農業委員会（第２期）第２１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)４月２５日（月） 午後１時２６分から午後２時２５分 

 

２ 場所  出雲市役所 ３階 庁議室 

 

３ 出席委員（２１名） 

  大梶 泰男  石飛 政樹  松本 尚幸  河原 基   岡田 征記 

  落合 光啓  佐野 芳夫  松井 幸男  岡 正    水 壯 

  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（２名） 

  原 孝治   石飛 忠宏 

 

５ 提出議題 

⑴  報告事項 

報第６７号 会長専決処分の報告 

報第６８号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報第６９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１３７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１３８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１３９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１４０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１４１号 非農地証明について 

 

  

 会長あいさつ 
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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。 

署名委員に議席番号１９番の持田守夫委員と２１番伊藤美樹委員を指名する。 

 

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６７号会長専決処分の報告、報第６８号農地法第１８条第

６項の規定による通知について、報第６９号農地法第３条の３第１項の規定

による届出についてを一括して報告します。 

 

議  長   報第６７号会長専決処分について、報告いたします。 

第２０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４月１１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６８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６８号について、説明します。報告事項の１ページから４

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１番から２７番の２７件の通知がありました。内訳として

は農地法５条申請のためが２件、担い手による農地集積のためが３件、中間

管理事業への移行が１０件、売買のためが１件、農地法３条申請のためが２

件、工事のためが１件、転用申請のためが１件、契約内容の変更が２件、貸

人の都合が２件、中間管理特例事業により売買するためが３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。 
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議  長   続いて、報第６９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６９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２１回総会報告事項の５ページから１５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番から２３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、４月１１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１３７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１３７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、４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。 

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、１４７筆、１６６，８５５㎡、うち新規の設定が

５４筆、６５，６５９㎡、再設定が９３筆、１０１，１９６㎡です。この内
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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、１４筆、１３，８５０㎡、中間管理事業分合計が、１３３筆、

１５３，００５㎡、うち中間管理事業一括方式分が５筆、１６，１６１㎡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、１７３筆１９８，６５８．９０

㎡、うち新規の設定が５２筆、５４，８７６．６４㎡、再設定が１２１筆、

１４３，７８２．２６㎡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、３３，１１７㎡、中間管理事業分合計が１４０

筆、１６５，５４１．９０㎡うち中間管理事業一括方式分が３５筆 

３７，７７７㎡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。３２０筆、３６５，５１３．９０㎡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。３８ペ

ージの「農用地利用集積計画 所有権移転」及び３９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、９筆、５，０００㎡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   説明のあった案件について、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１３７号につ
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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１３７号について承認します。 

 

議  長   続きまして、議第１３８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。 

 

和泉主事   それでは、議第１３８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２１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。個別の事案についてご説明いたします。 

２ページをご覧ください。受付番号１番と２番は譲受人が同じですのであ

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、受人が水稲を栽培される計画で

す。 

つづいて受付番号３番について説明します。譲渡人は、自己破産による財

産処分のため、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４番について説明します。譲渡人は、労力不足のため、

申請地近隣の社会福祉法人に譲渡するものです。所有権移転後は、当該社会

福祉法人の保育園運営に際して園児のための農園利用で畑として野菜等を栽

培される計画です。 

つづいて受付番号５番と６番は譲受人が同じですのであわせて説明します。

譲渡人は、県外在住による耕作不便、また、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７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水稲を栽培され

る計画です。 

つづいて受付番号８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水稲を栽培される計

画です。 

つづいて受付番号９番について説明します。譲渡人は、労力不足のため、
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孫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１番から９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   説明があった案件について、ご質問、ご意見はございませんか。 

 

持田委員   議席番号１９番の持田です。４番の社会福祉法人の申請で下限面積要件に

ついて、農地法施行令第２条第２項第５号に該当するということですが、ど

ういった考え方で該当になったのですか。 

 

高橋副主任  農地を耕作目的で取得する場合、下限面積や従事日数などの要件がありま

すが、社会福祉事業や医療等の事業を行う目的で設立された法人については、

要件が緩和される特例があるため、下限面積に関する条件や農地所有適格法

人でなくても農地を取得できる特例を適用したものです。 

 

持田委員   所得された農地を継続的に農地として使用される担保される条項とかがあ

りますか。何年か後に調査をするとか。 

 

高橋副主任  そういったことはしていないです。 

 

藤原局長   補足ですが、通常の農地には変わりありませんので、農地パトロールの対

象になります。別なことに転用されていたり、荒れていたりすれば指導する

ことになります。 

 

持田委員   わかりました。 

 

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１３８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１３８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１３９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
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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１３９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２１回総会議案の１ページをご覧ください。今月は、８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ページから１４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、５月に開催予定の第７４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６ページの受付

番号２番です。説明資料は、１ページから３ページをご覧ください。転用場

所は塩冶町です。出雲市駅北口側の交差点を西へ７５０m程進んだところにあ

り、出雲第二中学校と出雲市民会館との間に位置しています。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。転用目的は賃駐車場です。

面積については、転用面積・事業面積がともに２，２５９㎡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号に規定する「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、市内に在住する個人です。

この度、近隣に位置する警察署が既存の施設を残したまま現在駐車場として

利用している土地に新庁舎を建てる計画があり、駐車場が不足するため職員

用の駐車場を確保するために申請地を整備し職員用の駐車場として貸し出し

を行う計画です。今回転用を行う申請地及び申請地の南側にある既存駐車場

の合計１２０台分について貸し出しを行う旨両者の合意があることを覚書に

て確認をしております。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証明書を確認

しています。 

なお、この他に事後追認の案件が６件あります。受付番号１番の案件は、

平成１６年頃から宅地として利用してきたものです。受付番号３番の案件は、

少なくとも昭和３０年代から宅地として利用してきたものです。受付番号４

番の案件は、昭和５９年頃から一部を宅地として利用してきたものです。平

成１６年に今回申請地について農用地区域からの除外決定がされていました

が、転用許可の申請を行っておらず今回追認で申請を行うものです。受付番

号６番の案件は、４０年以上前から宅地として利用してきたものです。受付

番号７番の案件は、３０年以上前から宅地として利用してきたものです。受
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付番号８番の案件は、昭和４４年頃から作業場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１番から８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   説明のあった案件について、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１３９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１３９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１４０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、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   第２１回総会議案書は７ページから１１ページ、説明資料は４ページから

２４ページ、参考資料は１５ページから３６ページをご覧ください。今月は、

所有権の移転が１２件、賃貸借権の設定は５件、使用貸借権の設定が１件の

合計１８件の申請がありました。議案書欄外左に丸印をつけている３件につ

いて、５月に開催予定の第７４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６番です。説明資料は４ページから６ページを

ご覧ください。本案件は、権利の種類等の関係で複数の申請が出されており、

受付番号１６番と一体的な計画になりますので、議案書１０ページ、参考資

料３１ページから３２ページをあわせてご覧ください。転用場所は灘分町で

す。案内図は５ページです。一畑電鉄雲州平田駅から南東へ直線距離で１０

０ｍに位置している田６筆、畑３筆です。転用目的は、工場敷地拡張です。

面積は転用面積が４，０７３㎡で、受付番号１６番の転用面積が１，７８０

㎡の合計所要面積は５，８５３㎡です。都市計画区域区分は、用途地域の準

工業地域及び第１種中高層住居専用地域です。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
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す。権利の種類は、所有権の移転です。受付番号１６番は、賃貸借権の設定

です。事業計画についてご説明いたします。事業者は、県外に本社がある機

械部品製造業を営む法人です。この度、事業規模拡大のため、既存工場敷地

の南側に隣接した申請地を取得して工場を建設する計画です。受付番号１６

番は、事務所及び駐車場の計画です。資金計画については、所要資金額４億

６，９６０万円、受付番号１６番は、４，１６０万円で、これに対する資金

調達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８ページの受付番号７番です。説明資料は７ページから

９ページをご覧ください。転用場所は国富町です。案内図は８ページです。

湖西斎場から東へ直線距離で７００ｍに位置している田１筆です。転用目的

は、学校用地です。面積は転用面積・所要面積ともに４，１３０㎡です。農

地区分は、第１種農地です。土地利用計画との調整は、令和３年１２月の第

１７回総会で審議済みです。許可該当条項は、農地法施行規則第３７条第１

号の「収用法該当事業」に該当します。権利の種類は、所有権の移転です。

事業計画についてご説明いたします。事業者は、出雲市であり、市の学校再

編による国富、西田、鰐淵及び北浜の４小学校統合校の建設に伴い、小学校

敷地に隣接した申請地を取得して児童のためのスクールバス・タクシー乗降

所の整備を行う計画です。用地買収に係る手続き上、所有権移転後に分筆を

実施する必要があるため、分筆前の地番で申請されています。分筆に係る地

積測量図を確認しており、所有権移転後は、測量図に基づき速やかに分筆を

実施されます。資金計画については、所要資金額９，６６８万円で、これに

対する資金調達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９ページの受付番号１０番です。説明資料は１０ページ

から１２ページをご覧ください。受付番号９番と一体的な計画になりますの

で、議案書８ページ、参考資料２７ページから２８ページをあわせてご覧く

ださい。転用場所は斐川町上庄原です。案内図は１１ページです。国道９号

線の荒神谷遺跡入口交差点から南南東へ直線距離で３５０ｍに位置している

畑１筆です。転用目的は、宅地分譲です。面積は転用面積・所要面積ともに

２，４０６㎡です。都市計画区域区分は、用途地域の第１種住居地域です。

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。権利の種類は、所有権の移転です。事業

計画についてご説明いたします。事業者は市内で宅建業等を営む法人です。

この度、用途地域内で利便性の高い地域にある申請地を取得し、９区画の宅

地分譲を行う予定です。受付番号９番は、宅地分譲のための道路です。資金

計画については、所要資金額２，９１３万円で、これに対する資金調達は全

額自己資金の計画であり、証明を確認しています。 
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つづいて、議案書９ページの受付番号１１番です。説明資料は１３ページ

から１５ページをご覧ください。転用場所は、斐川町上直江です。案内図は

１４ページです。国道９号線沿いのゆめタウン斐川から東北東へ直線距離で

１５０ｍに位置している田７筆です。転用目的は、宅地分譲です。面積は転

用面積・所要面積ともに２，８４８㎡です。都市計画区域区分は、用途地域

の第１種住居地域です。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。権利の種類は、

所有権の移転です。事業計画についてご説明いたします。事業者は市内で宅

建業等を営む個人です。この度、用途地域内で利便性の高い地域にある申請

地を取得し、１１区画の宅地分譲を行う予定です。資金計画については、所

要資金額４，７００万円で、これに対する資金調達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１０ページの受付番号１３番です。説明資料は１６ペー

ジから１８ページをご覧ください。転用場所は浜町です。案内図は１７ペー

ジです。主要地方道出雲大社線沿いの出雲文化伝承館から北へ直線距離で１

００ｍに位置している田１筆です。転用目的は、木材倉庫敷地です。面積は

転用面積・所要面積ともに１，５７３㎡です。都市計画区域区分は、その他

の地域です。農地区分は、第２種農地です。土地利用計画との調整は、令和

３年１２月の第１７回総会で審議済みです。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、賃貸借権の設定です。事業計画についてご説明い

たします。事業者は市内で建築工事業を営む法人です。この度、事業規模拡

大のため、申請地を賃借して木材倉庫を建設する予定です。資金計画につい

ては、所要資金額２，５００万円で、これに対する資金調達は全額自己資金

の計画であり、証明を確認しています。 

つづいて、議案書１０ページの受付番号１４番です。説明資料は１９ペー

ジから２１ページをご覧ください。転用場所は姫原１丁目です。案内図は、

２０ページです。姫原町の JAしまね中部営農センターから北東へ直線距離で

２００ｍに位置している田１筆です。転用目的は、現場事務所及び駐車場で

す。面積は転用面積・所要面積ともに５１７㎡です。都市計画区域区分は、

用途地域の第１種住居地域です。農地区分は、第３種農地です。許可該当条

項は、令第１１条第１項第１号の「一時転用」に該当します。権利の種類は、

賃貸借権の設定です。事業計画についてご説明いたします。事業者は市内で

建設業を営む法人です。この度、近隣にある集合住宅の改修工事のため、申

請地を賃借して現場事務所及び駐車場等を確保する予定です。資金計画につ

いては、所要資金額７０万円で、これに対する資金調達は全額自己資金の計
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画であり、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１５番です。説明資料は２２ペー

ジから２４ページをご覧ください。転用場所は荒茅町です。案内図は２３ペ

ージです。荒茅町の国道４３１号線から入ったところにある JAいずもぶどう

集出荷所から北へ直線距離で２８０ｍに位置している畑１筆です。転用目的

は、駐車場です。面積は転用面積・所要面積ともに９１４㎡です。農地区分

は、農用地区域内農地です。許可該当条項は、令第１１条第１項第１号の「一

時転用」に該当します。権利の種類は、賃貸借権の設定です。事業計画につ

いてご説明いたします。事業者は市内で上下水道施設の維持管理やごみ収集

業等を営む法人です。この度、新型コロナウイルス感染症対策として、業務

で会社に人や車両が滞留しないよう作業スペースを広げるため、申請地を賃

借して従業員用の駐車場を確保する計画です。この案件については、令和２

年８月２５日及び令和３年５月２５日に同様に一時転用で許可しており、今

回は工期延長に伴う申請です。資金計画については、所要資金額３０万円で、

これに対する資金調達は全額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いただきますよう

お願いいたします。 

以上、受付番号１番から１８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   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。 

 

水委員    議席番号１１番の水です。説明資料の５ページ、６ページ及び参考資料の

３１ページ、３２ページは同じ場所ですが、色が塗ってある場所が対象箇所

であり、分かりにくいと思います。 

 

吉川主任   分かりにくくて申し訳ありません。今後、気をつけます。 

 

議  長   ご質問、ご意見はないものようですので、議第１４０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、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１４０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１４１号非農地証明についてを議題といたします。事務局から
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内容について、説明をお願いします。 

 

高木行政専門員 それでは、議第１４１号非農地証明について、ご説明いたします。 

議案書の１２ページ及び説明資料２５ページから３０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１番について説明いたします。申請地については議案１２ページ

に載せております。また説明資料の２５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２６ページの現況写真

をご確認ください。申請地は山の上にある山林に囲まれた日当たりの悪い農

地で、５０年以上耕作されず山林の状態となっています。現地確認は４月１

２日に河原農業委員、奥推進委員、事務局職員で行っています。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。よって本案件は、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。 

 受付番号２番について説明いたします。申請地については議案１２ページ

に載せております。また説明資料の２７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２８ページの現況写真

をご確認ください。申請地は５０年前から耕作されず、山林の状態になって

います。現地確認は４月１４日に落合農業委員、長崎推進委員、角推進委員、

多久和推進委員、事務局職員で行っています。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。 

受付番号３番について説明いたします。申請地については議案１２ページ

に載せております。また説明資料の２９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３０ページの現況写真

をご確認ください。申請地は傾斜地であり耕作道も整備されず山林に囲まれ

た農地であり、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１５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。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
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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   河原委員さん、補足はございますか。 

 

河原委員   議席番号５番の河原です。１５、１６年前から該当地付近で受託作業を行

ってきましたが、この土地が田だとは思いませんでした。現地確認したとこ

ろ、山で上がってみられないような場所でした。以上です。 

 

議  長   落合委員さん、補足はございますか。 

 

落合委員   議席番号７番の落合です。事務局から説明があったとおり、先般申請地を

現地確認しましたが、雨が降っていたこともありますが、現地に行くのが難

しく、写真等で確認して、この辺りだろうということでしか確認できません

でしたが、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   板垣委員さん、補足はございますか。 

 

板垣委員   議席番号１７番の板垣です。事務局から説明があったとおりです。丁寧に

説明していただいておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   担当農業委員及び事務局から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１４１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１４１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２時２５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、高橋副主任、後藤主事、和泉主事、 

高木行政専門員 

 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 

 

       ―――――――――――――—―――――――――――― 

 

 

 


