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出雲市農業委員会（第２期）第２２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)５月２５日（水） 午後１時３０分から午後４時２１分 

 

２ 場所  出雲市役所 １階 くにびき大ホール 

 

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（０名） 

 

５ 提出議題 

⑴  報告事項 

報第７０号 会長専決処分の報告 

報第７１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報第７２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１４２号 農地利用最適化推進委員の決定について 

  議第１４３号 令和３年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価について 

  議第１４４号 令和４年度最適化活動の目標の設定等の決定について 

議第１４５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１４６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１４７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１４８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１４９号 農地転用事業計画変更申請決定について 

議第１５０号 非農地証明について 

議第１５１号 令和４年度農業者年金加入推進活動計画について 
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 会長あいさつ 

 

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２２番の青木敏男委員と２３番若槻博美委員を指名する。 

 

議  長   本日の議事進行について説明します。本日は、農地利用最適化推進委員に

もご出席いただいておりますので、初めに、「出雲市農業委員会農地利用最適

化推進委員の決定」について審議します。 

次に「令和４年度最適化活動の目標の設定等の決定について」を審議しま

す。これには、農地利用最適化推進委員の方にもご意見をいただきたいと思

います。 

その次に、休憩をはさんで、通常の総会と同様に報告事項及び残りの議事

の審議を行いますので、農地利用推進委員の方はお帰りいただいてもかまい

ませんが、傍聴していただくことも可能です。 

それでは、お手元の資料にしたがって進行いたします。 

 

議  長   それでは、議第１４２号「出雲市農業委員会農地利用最適化推進委員の決

定について」を先にお諮りしたいと思います。なお、この議案は農業委員の

みの審議事項になります。では、事務局から説明してください。 

 

山田次長   議第１４２号「出雲市農業委員会農地利用最適化推進委員の決定について」

について、ご説明いたします。別冊議案書の２ページをご覧ください。農地

利用最適化推進委員については、農業委員会等に関する法律第１７条第１項

の規定により、農業委員会が委嘱することになっております。出雲市農地利

用最適化推進委員の欠員募集については、３月２５日から４月２８日までの

約１か月間募集を行いました。応募状況については、市のホームページで公

表しておりますが、１区域で１名の募集に対して１名の応募がありました。

今月の１９日に評価委員会を開催し、農地利用最適化推進委員に適任と判断

されました１区域の１名について承認をいただくものです。候補者の名簿に

ついては、３ページに掲載しております。説明は以上です。 

 

議  長   ただ今、事務局から農地利用最適化推進委員の決定について、説明があり

ましたが、去る５月１９日に農地利用最適化推進委員候補者評価委員会を開

催しております。河原委員長に評価結果の報告をお願いします。 
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河原委員   議席番号５番の河原です。去る３月２５日の農業委員会総会で会長から指

名を受けた３人で、５月１９日に評価委員会を開催しました。３人の評価委

員の互選によって私が委員長になりましたので、私の方からご報告させてい

ただきます。農地利用最適化推進委員の募集人員１人に対して、応募者は１

人でした。募集人員と同数の応募でしたので、書類による評価を行いました。

書類により選考した結果、応募者は、農地利用最適化推進委員として「ふさ

わしい」（適任）と評価委員全員が判断しましたので、本日の総会で皆様にご

報告させていただきます。報告は以上です。 

 

議  長   事務局の説明及び河原委員長から報告がございましたが、農業委員の皆様、

何かご質問・ご意見などございますか。 

なお、発言にあたっては、議席番号、氏名を言った後に発言してください。 

 

議  長   ご意見がないようですので、採決を行います。本議案について、承認され

る農業委員は挙手をお願いします。 

 

議  長   挙手全員と認め、本議案については原案どおり決定します。 

 

藤原局長   それでは、ここで、委嘱書の交付を行いたいと思います。 

大梶会長、飯塚さん前にお願いします。 

 

――― 委嘱書の交付 ――― 

 

藤原局長   それでは、引き続いて、会長に議事の進行をお願いします。 

 

議  長   それでは、議第１４３号令和３年度の目標及びその達成に向けた活動の点

検・評価について、を議題といたします。 

この議案及び議第１４４号令和４年度最適化活動の目標の設定等の決定に

ついて、推進委員さんにもご意見をいただきたいと思います。発言の際は、

挙手の上、氏名を言った後に発言してください。 

なお、採決は農業委員のみとなります。事務局から内容について、説明を

お願いします。 

 

山田次長   それでは、議第１４３号令和３年度の目標及びその達成に向けた活動の点

検・評価について、ご説明いたします。別冊議案書の４ページからになりま

す。これは、令和４年２月に示された最適化活動指針の見直し前に策定した
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目標の点検・評価になります。５ページをご覧ください。令和３年３月３１

日現在の状況です。１については、農業の概要として、耕地面積や経営耕地

面積、遊休農地面積、農地台帳面積を掲載しています。中段では、総農家数

等について、２０２０農林業センサス調査結果などを元にしています。認定

農業者数等については、農業振興課等に確認して載せています。２の農業委

員会の現在の体制については、令和３年３月３１日現在の状況を掲載してい

ます。 

       ６ページをご覧ください。令和３年３月３１日現在で農地面積７，７３０

ｈａに対し、集積面積が４，２７４ｈａで集積率５５．２９％となっていま

す。令和３年度は集積目標４，３１１ｈａに対し集積実績が４，３８５ｈａ

となり、達成状況は１０１．７２％となっています。下段には、活動実績や

評価を記載させていただいていますが、地域のリーダーの必要性などを記載

させていただきました。 

       ７ぺージをご覧ください。農業経営を営もうとする者の参入促進です。平

成３０年度から令和２年度までは、５経営体、８経営体、６経営体の新規参

入がありましたが、令和３年度においては、５経営体の参入目標に対し、８

経営体の参入があったため、達成状況は１６０％となっています。活動実績

や評価については、フォローアップの重要性などを記載しています。 

       ８ページをご覧ください。令和２年１２月現在の農地面積７，８１０ｈａ

に対し、遊休農地面積７８ｈａで遊休農地率１．００％となっています。令

和３年度においては、解消目標を２ｈａとしていました。２０ｈａ解消する

ことができましたが、３０ｈａ新規発生し、解消実績はー１０ｈａとなり、

達成状況はー５００％となっています。下段以下にみなさまに取り組んでい

ただいた農地パトロール等の状況を記載しています。 

       １０ページをご覧ください。違反転用への適正な対応についてです。令和

３年３月時点では、違反転用面積３．１ｈａでしたが、令和３年度実績は、

３．９ｈａで－０．８ｈａでした。この実績の多くは、転用申請時の追認案

件で、当時農地法の認識がなく転用され、新たな転用申請時に追認申請され、

悪意がないと判断し、承認したものです。実績及び評価としては、農地法の

周知の重要性などを記載しています。 

       １１ページをご覧ください。農地法等によりその権限に属された事務に関

する点検です。農地法３条申請が１２９件、農地転用に関する事務が４４８

件ありました。 

       １２ページをご覧ください。農地所有適格法人が現在１０５法人ございま

す。また、賃借料情報に関する公表や農地の権利移動等の状況報告や農地台

帳の整備等を行っています。 
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       １３ページをご覧ください。地域農業者等からの主な要望・意見及び対処

内容については、災害に対する対応等を記載しています。また、事務の実施

状況の公表等については、全国的には、議事録や活動状況の公表を行ってい

ない農業委員会もありますが、出雲市は行っているところです。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、議第１４３号令和３年度の

目標及びその達成に向けた活動の点検・評価について、承認される農業委員

の挙手を求めます。 

 

議  長   挙手全員と認めます。よって、議第１４３号を承認いたします。 

 

議  長   次に、議第１４４号令和４年度最適化活動の目標の設定等の決定について、

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。 

 

山田次長   それでは、議第１４４号令和４年度最適化活動の目標の設定等の決定につ

いて、ご説明いたします。別冊議案書の１４ページからになります。１５ペ

ージをご覧ください。令和４年３月３１日現在の状況を記載しています。 

       ここからは、別紙のＡ３の資料で説明いたします。まず網掛けをしている

欄がありますが、この欄は様式にはありませんが、説明のために加えた欄で

す。担当区域の農地面積については、担当区域ごとの面積を記載しています。

Ｒ３集積面積ですが、この面積は認定農業者等の対象者の経営面積を記載す

べき欄ですが、対象者によっては、地区を跨いで耕作しているため、筆ごと

の集計が必要になります。この度は集計が間に合いませんでしたので、斐川

地域とそれ以外の地域の集積率を元に推計したものになっているため、実態

と乖離している可能性があります。目標集積率としては、全国としては８０％

ですが、島根県は令和５年度末に６７％の目標を掲げています。本市でも令

和５年度末に達成できるよう地域別の目標を設定しました。斐川地域におい

ては、既に目標を達成しているため、２年で５％程度の面積の上積みをお願

いしています。２年間で６７％の目標を達成するため、残りの地域で面積を

按分しています。これにより、令和４年度末には、集積率６２％を達成する

目標となっています。 

       既存緑の欄は令和３年度末での緑判定地の面積になっています。既存遊休

農地の解消面積についてはこの面積を５年で解消するため緑判定地の１／５
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の面積を掲げています。新規発生遊休農地の解消面積については、令和３年

度に新規に発生した緑農地ですが、全体で１３ｈａあるため、結果としてこ

の面積が目標面積となります。 

       新規参入貸付等同意面積については、過去３年間の権利移動面積の平均の

１割を掲げています。農地パトロール後の利用意向調査の中でも照会してい

く考えです。 

       資料の１７ページをご覧ください。推進員等が最適化活動を行う日数目標

としては、農林水産省が示されたとおり、月１０日としています。また、活

動強化月間としては、農地パトロールを行う７月～９月としています。新規

参入相談会への参加については、昨年度県で企画されましたが、コロナの影

響で中止となった新規参入相談会に農業委員さんから参加させてもらうよう

にしたいと思っています。 

       これらの目標の公表にあたっては、地区名をＡ地区、Ｂ地区と表記するな

ど、特定されない形に修正した上で公表いたします。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。 

 

議  長   質問、意見は無いものと認めます。それでは、議第１４４号令和４年度最

適化活動の目標の設定等の決定について、承認される農業委員の挙手を求め

ます。 

 

議  長   挙手全員と認めます。よって、議第１４４号を承認いたします。 

 

議  長   農地利用最適化推進委員に参加いただく議事は以上です。ここで、１０分

の休憩といたします。再開は、１５時４０分です。 

 

議  長   それでは、時間になりましたので、議事の審議を再開します。報告事項、

報第７０号会長専決処分の報告、報第７１号農地法第１８条第６項の規定に

よる通知について、報第７２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。 

       報第７０号会長専決処分について、報告いたします。第２１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３件については、島根県農業会議第７４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３件を、常設審議委員会における決定日の５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。 
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議  長   続いて、報第７１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７１号について、説明します。報告事項の１ページから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２８番から

４２番の１５件の通知がありました。内訳としては貸人の都合が２件、中間

管理事業への移行が１１件、耕作者変更のためが１件、農地法３条申請のた

めが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７２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７２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２２回総会報告事項の４ページから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２３～３８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３２、３３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、５月１２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、ご質問はございませ

んか。 

 

議  長   質問は無いものと認めます。 
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議  長   続いて、議案の審議を行います。議第１４５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１４５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、５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、１００筆、１４０，６７６．３３㎡、うち新規の

設定が３８筆、６１，７４８．００㎡、再設定が６２筆、７８，９２８．３

３㎡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、５筆、３，０６０㎡、中間管理事業分合計が、

９５筆、１３７，６１６．３３㎡うち、中間管理事業一括方式分が、５筆、

１８，３６８㎡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、８９筆、１１３，０８０㎡うち

新規の設定が４７筆、４９，４０８㎡、再設定が４２筆、６３，６７２㎡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１７筆１５，６１２㎡、中間管理事業分合計が７２筆、

９７，４６８㎡うち中間管理事業一括方式分が６筆、７，５９２㎡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。１８９筆、２５３，７５６．３３㎡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。 
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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１４５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、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１４５号を承認いたします。 

 

議  長   次に、議第１４６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１４６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２２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４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３ページをご覧ください。 

受付番号１０番について説明します。譲渡人は、労力不足のため、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、受人がぶどうを栽培

される計画です。つづいて受付番号１１番について説明します。譲渡人は、

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。つづいて受付番号１２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、受人が季節野菜を栽培される計

画です。つづいて受付番号１３番について説明します。譲渡人は、家族間の

贈与のため、子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

稲および野菜を栽培される計画です。以上、受付番号１０番～１３番につい

ては、３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。 

 

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１４６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１４６号農地法第３条の規定による農
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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１４７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１４７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２２回総会議案の１ページをご覧

ください。今月は、３件の申請がありました。議案書は４ページ、参考資料

は１～６ページをご覧ください。今月は、６月に開催予定の第７５回常設審

議委員会に諮問する案件はございません。また、説明基準に該当する案件に

ついてもございません。 

なお、この他に事後追認の案件が２件あります。受付番号９番の案件は、

平成１０年頃から駐車場として利用してきたものです。隣地について許可の

上駐車場として転用していましたが、この度相続人が地目変更を行うために

確認したところ、今回申請農地について転用の手続きをしないまま隣地と一

体となって駐車場として利用していることがわかり今回追認で申請を行うも

のです。受付番号１１番の案件は、昭和５９年頃から車庫用地として利用し

てきたものです。この度一部を駐車場として利用することとなり、その際に

地目が農地であることを確認したため追認で申請を行うものです。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９～１１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１４７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１４７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１４８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
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承認について、及び関連がございますので、議第１４９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。 

 

吉川主任   議第１４８号について、ご説明いたします。第２２回総会議案書は５～８

ページ、説明資料は１ページから３ページ、参考資料は７ページから３２ペ

ージをご覧ください。今月は、所有権の移転が９件、賃貸借権の設定が１件、

使用貸借権の設定が５件の合計１５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、６月に開催予定の第７５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７ページの受付番号２８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。本案件は、事業計画変更の受付番号６番と一体的な計画に

なりますので、議案書９ページの６番をあわせてご覧ください。転用場所は

八島町です。案内図は２ページです。県道斐川出雲大社線沿いの日の丸西濃

運輸㈱出雲支店から南西へ直線距離で４５０ｍに位置している田２筆です。

転用目的は、農業用施設です。面積は転用面積・所要面積ともに１，９３３

㎡です。権利の種類は、賃貸借権の設定です。農地区分は、農用地区域内農

地です。許可該当条項は、農地法第５条第２項但し書きの「農振の農用地利

用計画において指定された目的である『農業用施設』での利用」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、市内の農事組合法人で

す。当初は、わら保管用ビニールハウスを建設する計画で許可を受けていま

したが、計画者の都合により、当初計画を変更し、北側の農地と一体的にわ

ら保管用ビニールハウスに加えて牛舎を建設することになったものです。資

金計画については、所要資金額７０３万円で、これに対する資金調達は自己

資金の計画であり、証明を確認しています。 

つづいて、議第１４９号について、ご説明いたします。第２２回総会議案

書は９ページから１０ページをご覧ください。今月は、所有権の移転が１件、

使用貸借権の設定が４件、権利の移転設定を伴わない変更が４件の合計９件

の申請がありました。それでは、個別の案件についてご説明いたします。 

議案書９ページの受付番号３～５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、農地法第５条の受付番号２１番と一体的な計

画になりますので、議案書５ページの２１番をあわせてご覧ください。転用

場所は浜町です。案内図は５ページです。出雲文化伝承館から南南東へ直線

距離で３５０ｍに位置している田３筆です。転用目的は、事務所兼倉庫、個

人住宅、貸店舗です。面積は転用面積・所要面積ともに２，２１４㎡です。

都市計画区域区分は、その他の区域です。農地区分は、第２種農地です。土
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地利用計画との調整は、平成１４年に農用地区域からの除外決定済みです。

許可該当条項は、農地法施行規則第４５条第１号の「街区形成」に該当しま

す。受付番号４番は所有権の移転、受付番号３番と５番は、権利の移転設定

は伴いません。事業計画についてご説明いたします。事業者は、申請地の隣

接地に本社がある内装仕上工事業を営む法人です。当初は、事務所兼倉庫及

び貸店舗を建設する計画で許可を受けていましたが、計画者の都合により当

初計画を変更し、個人住宅を追加して計画することになったものです。資金

計画については、所要資金額５，７５０万円で、これに対する資金調達は自

己資金及び借入の計画であり、証明を確認しています。 

その他の案件は、いずれも農地法第５条とのセット案件であり、受付番号

１番は、農地法第５条の２０番、受付番号２番は、農地法第５条の２９番、

受付番号７番は、農地法第５条の３１番、受付番号８番から９番は、農地法

第５条の３３番とセットになっていますので、議案書及び参考資料でご確認

くださいますようお願いいたします。 

以上、議第１４８号の１５件及び議第１４９号の９件については、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、ご意見はないものようですので、議第１４８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１４９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１４８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１４９号を決定いたします。 

 

議  長   次に、議第１５０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。 

 

高木行政専門員 それでは議第１５０号、非農地証明の申請について説明します。議案書

の１１．１２ページ及び説明資料７ページから１９ページをご覧ください。

今月は４件の申請がありました。 

        受付番号４番について説明いたします。申請地については議案１１・１

２ページに載せております。また説明資料の７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８ページか
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ら１３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

囲まれた傾斜地及び災害等により、３０年以上耕作されず山林及び原野の

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、田辺推進委

員、事務局職員で行っています。 

 次に、受付番号５番について説明いたします。申請地は議案１２ページ

に載せております。また説明資料の１４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１５ページの現況

写真をご確認ください。申請地は６０年以上前から耕作されず、山林の状

態になっています。現地確認は５月１０日に石飛農業委員、吉田推進委員、

事務局職員で行っています。 

        次に、受付番号６番について説明いたします。申請地は議案１２ページ

に載せております。また説明資料の１６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１７ページの現況

写真をご確認ください。申請地は河川改修、道路建設などで水路が分断さ

れた農地であり、６０年以上前から耕作されず、原野の状態となっていま

す。現地確認は５月１２日に大梶農業委員、松井推進委員、小村推進委員、

事務局職員で行っています。 

 次に、受付番号 7 番について説明いたします。申請地は議案１２ページ

に載せております。また説明資料の１８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１９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５月１２日に

板垣農業委員、大矢推進委員、事務局職員で行っています。 

        4 件の申請地は、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。説明は以上です。 

 

議  長   担当農業委員さん追加説明はありますか。板垣委員さん、補足はございま

すか。 

 

板垣委員   議席番号１７番板垣です。先ほど説明のありました４番につきましては、

３０年以上前に松江に転宅されまして、それ以来耕作者がいない状況です。

水路も昨年の災害で壊れていまして、到底耕作できない状況です。この度相
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続をされる関係で申請があったものです。７番につきましては、５０年以上

前から水の便が悪いため、耕作されず大木が生えており、到底耕作できる土

地ではないことを確認いたしました。 

 

石飛忠宏委員 議席番号１２番の石飛です。特に補足はありません。 

 

議  長   ただいま事務局から説明がありましたが、事務局さんが先頭を切って現地

に入ろうとされましたが、足がはまって進めない状況でした。現地調査時に

は大変ありがとうございました。 

 

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１５０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１５０号を承認いたします。 

 

 

議  長   次に、議第１５１号令和４年度農業者年金加入推進活動計画について、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  令和４年度農業者年金加入推進活動計画の決定について説明させていただ

きます。資料１からになりますが、【】で囲んでいるところが昨年度の実績で

すので併せてご覧ください。それでは今年度の計画の内容を説明していきま

す。 

１．今年度の加入目標人数から説明していきます。独立行政法人農業者年

金基金は、令和４年度より「加入推進累計１５万人早期達成に向けた加入推

進強化運動」をスタートしています。この運動のもと島根県農業会議は、県

内の市町村の加入推進目標を設定するようになります。出雲市農業委員会に

は、案のとおり新規加入の目標があげられています。そのため、１．今年度

の加入目標人数を４人としました。このうち２０歳から３９歳までの方を、

３人、女性の方は１人を目標としています。 

次に、２．加入対象として働きかけをする目標人数について説明いたしま

す。３ページをご覧ください。今年度の加入推進対象者は４９人です。この

うち、２０歳から３９歳までの方は２１人、女性の方は６人です。委員さん
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には担当地区の対象者の加入推進をお願いしたいと思います。 

３．地区別加入推進班の整備につきましては、全ての農業委員さんを加入

推進班員としています。加入推進の基本的な流れは、加入推進対象者を中心

に、ご自身の担当地区で声掛けをしていただいて、加入の見込みがある方が

いらした場合は、事務局へご連絡ください。事務局職員でより具体的な内容

の説明を行い加入の手続きを行います。 

４．加入推進対象者名簿の更新年月日については、ご覧のとおりです。加

入推進対象者名簿の詳細については、３ページをご覧ください。農業支援セ

ンターから、認定農業者・家族協定締結者等の農業の担い手となる方の情報

をいただき調整をしたものです。名簿の見直しを行い、比較的就農期間が長

く資金的にも余裕があるであろう４０代の方と政策支援を受けることができ

る新規就農者を中心に掲載しております。地区によって人数に差があります

が名簿は適時更新しますので対象者がいない地区の委員についても加入推進

ができそうな方がいらっしゃいましたら情報をいただければと思います。 

５．加入推進強化月間については、年度の後半に加入推進強化月間を２回

設けるよう計画しました。加入推進活動をされた場合は記録帳に記載の上報

告していただきますようにお願いします。 

６．個別訪問の実施計画についてです。加入対象者に対して、担当の農業

委員さんにまず声掛けをお願いしたいと思います。先程説明いたしました加

入推進対象者名簿の中に担当地区の方がいらっしゃる場合には積極的なお声

かけをお願いいたします。加入意向があった場合はさらに事務局職員による

訪問にて詳細な説明をする予定です。なお継続的な取組をお願いしたいので、

秋に声をかけていただいた方に、再度冬にも声掛けをお願いするような計画

にいたしました。 

７．加入推進対策会議及び制度勉強会の実施計画についてです。ＪＡと事

務局の打ち合わせをすでに実施しております。今後の計画としまして、本日

の農業委員会総会で活動計画の承認を得ていく考えです。 

８．加入対象者に対する説明会等の実施計画をご覧ください。今年度は、

農業支援センターが主催する青年等就農計画推進会議にて時間をいただき、

新規就農者を対象に農業者年金制度の説明をさせていただきます。この会議

は年に何度か開催されるもので、支援センターと連携をとり、新規就農者の

加入推進にあたる予定です。 

９．啓発普及活動については、市広報誌『広報いずも』内の「農業委員会

だより」に農業者年金のＰＲ記事を掲載し、ＪＡ出雲地区本部および斐川地

区本部内の各支店３６店舗にパンフレットを置かせていただいています。 

１０．その他として、窓口での加入相談と新たな受給者向けの年金相談会
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の開催を予定しています。 

以上、令和４年度農業者年金加入推進活動計画の決定について、説明は以

上でございます。この内容は４月２５日の農政部会で審議をしていただいて

おります。 

また、参考までですが、令和３年度の加入目標人数は４人に対して、実績

は３人でした。令和２年度についても加入目標人数は４人に呈して、実績は

３人でした。出雲市の現在の状況としましては、受給者の方が旧制度で６６

３人、新制度は６９人で、被保険者の方は３９人です。 

計画とは別の話にはなりますが、１４ページの下にある、戸別訪問の昨年

度の実績は、みなさんに提出していただいている活動記録簿に記載していた

だいたものがこの２件だけだったということで、このとおり書かせていただ

いています。この加入推進活動の計画に載せている項目の実績は島根県農業

会議に報告をしていますので、少しでも対象者に年金のお話をされたという

ことがありましたら活動記録簿に記載していただきたいと思います。説明は

以上です。 

 

議  長   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１５１号令和４年度農

業者年金加入推進活動計画について、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１５１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４時２１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 

 

       ―――――――――――――—―――――――――――― 

 

 

 


