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出雲市農業委員会（第２期）第２９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)１２月２６日（月） 午後１時３０分から午後３時１０分 

 

２ 場所  出雲市役所 ３階 庁議室 

 

３ 出席委員（２２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  松井 幸男  岡 正    水 壯     

  石飛 忠宏  渡部 靖司  天野 明浩  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） 

佐野 芳夫  上野 正夫   

 

５ 提出議題 

⑴  報告事項 

報第９８号 会長専決処分の報告 

報第９９号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報第１００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１８３号 令和４年度第７回出雲農業振興地域整備計画の変更について 

  議第１８４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１８５号 農地法第３条の規定による許可の決定について 

議第１９６号 農地法第４条の規定による許可の決定及び承認について 

議第１９７号 農地法第５条の規定による許可の決定及び承認について 

議第１９８号 農地転用事業計画変更申請決定について 

議第１９９号 非農地証明について 

   議第２００号 所有者等を確知できない農地の公示について 
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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１３番渡部靖司委員、１５番天野明浩委員を指名する。 

 

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９８号会長専決処分の報告、報第９９号農地法第１８条第

６項の規定による通知について、報第１００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。 

       報第９８号会長専決処分について、報告いたします。第２８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５条４件

については、島根県農業会議第８１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５条４件を、常設審議委

員会における決定日の１２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９９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９９号について、説明します。 

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。 

報告事項の１ページから２ページをご覧ください。今月は受付番号１０７

番から１１７番の１１件の通知がありました。内訳としては、担い手による

農地集積のためが１件、農地法３条申請のためが２件、借人の都合が５件、

中間管理機構への移行が２件、売買のためが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１００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１００号 農地法第３条の３第１項の規定による届出につ
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いて、ご説明いたします。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。 

第２９回総会 報告事項の３ページから１１ページをご覧ください。この

届出の先月受付分は、受付番号１４１番から１６０番までの２０件でした。

権利の取得事由は、２０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１４８

番、１５５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、１２月８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。 

 

議  長   続いて、議案の審議を行います。それでは、議第１９３号令和４年度第７

回出雲農業振興地域整備計画の変更について、を議題といたします。農業振

興課柳樂主任、斐川農業事務所小林主事から内容について、説明をお願いし

ます。 

 

柳樂主任   議第１９３号令和４年度第７回出雲農業振興地域整備計画の変更について、

説明いたします。本日は第７回変更ですが、これまでに、第１回と第２回で、

軽微な変更を行い、５月上旬に第１回１０アール、６月中旬に第２回２０ア

ールを、農地から農業用施設用地に用途変更しました。第３回変更では、農

用地からの除外を７８件、４０８アール、農用地への編入を２件、８アール

行いました。第４回から第６回は軽微な変更を行い、１０月下旬に第４回で

４７アール、第５回で５８アール、１２月中旬に第６回で１４アールを、農

地から農業用施設用地に用途変更しました。本日は第７回変更で資料、案件

ともにたくさんございますが、時間の都合もありますので、ポイントとなる

部分をご説明申しあげます。 

それではまず、出雲農業振興地域整備計画変更理由書（案）をご覧くださ

い。１ページですが、出雲市におきましては、やむを得ずに年２回の農用地

利用計画の変更を行うこととしています。今回の変更では、全体で９０件、
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７３２アールを農用地区域から除外し、１件１８アールを編入する計画です。

なお、前回は７８件、４０８アールを農用地区域から除外し、２件、８アー

ルを編入しました。２ページをご覧ください。第２変更計画の概要ですが、

これは除外する土地の目的を記載しております。変更理由のところの上から、

工場事務所等用地３７２アール、一般住宅用地３４４アール、農家住宅用地

３アール、その他は墓地、駐車場等で１３アールとなっています。３ページ、

上段（２）は農用地区域に含める土地で、事業の実施が困難になったため編

入する農地が１８アールとなっています。【編入】下段（３）は用途区分の変

更でございますが、今回の変更はございません。【軽微変更】４ページ、上段

（４）は農用地利用計画変更総括表です。いちばん左の増減欄をご覧くださ

い。今回の申出により除外する農地の面積がマイナス７１４アールとなって

います。今回は除外が、７３２アール、編入が１８アールでしたので、差引

して、７１４アールの除外になります。右の合計欄の変更後の農地面積は、

８７２，０３７アールとなります。この表の下、２農業生産基盤の整備開発

計画、３農業経営規模の拡大及び農用地等農業上の効率的かつ総合的な利用

の促進計画、4農業近代化施設の整備計画等について、今回変更はありません。 

       別紙として、変更土地調書をつけています、これは変更する土地の一覧で

す。農用地区域の変更申出書に記載された内容を整理したものです。出雲で

６７件、斐川２３件、全体で９０件となっています。以上で、変更理由書の

説明を終わらせていただきまして、次に個別の案件についてご説明させてい

ただきます。個別案件は、主なものについて、モニターを使って資料や現場

写真を映写して説明いたします。 

まず、出－Ａ３－２になります。事前にお配りした図面資料は１ページか

ら２ページになります。市内の宅建業者が、北陽小学校の西側、武志駅から

５００m圏内の２種農地である稲岡町の２，０８７㎡の田において、２３４㎡

から３１５㎡の７区画で建売分譲を計画しています。申出地は、周辺に宅地

や総合スーパー、教育機関等がある広がりのない農地で農地の集団化、農作

業の効率化に支障はありません。前面道路は申出地東側にある幅員５．８７

ｍの市道川跡２３１号線です。生活排水は合併浄化槽で処理後、西側排水路

に排水し、周辺は擁壁を新設し土留めをするので、周辺農業施設に影響はあ

りません。代替地として、同地区内の非農地を検討しましたが必要面積を満

たす土地がなく、武志駅近くの３種農地を検討しましたが条件が合わず売買

に至らなかったため、やむを得ないと判断します。 

次に、出－Ａ３－４、図面は５ページから６ページになります。市内の宅

建業者がマックスバリュ川跡店の西側、稲岡町の２，２８１㎡の田で２５６

㎡の７区画で建売分譲を計画しています。申出地の周辺は、宅地や総合スー
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パー、教育機関などがあり、西側には一定の農地の広がりはありますが、申

出地はその縁辺にあるため、農地の集団化、農作業の効率化に支障はありま

せん。前面道路は申出地南側にある幅員５．５ｍの市道川跡１８３号線です。 

生活排水は合併浄化槽で処理後、西側排水路に排水し、周辺はＬ型擁壁で土

留めをするので、周辺農業施設に影響はありません。代替地として、同地区

内の非農地を検討しましたが必要面積を満たす土地がなく、武志駅近くの３

種農地、２種農地を検討しましたが条件が合わず売買に至らなかったため、

やむを得ないと判断します。 

次に、出－Ａ３－７です。図面は１１ページから１２ページになります。 

県外の古本販売業者が、かわと交番及びもりたち出雲店の南側にある高岡町

の２，３０７㎡の田で、令和４年９月に閉店したブックオフ出雲店の継続店

を計画しています。申出地は、県道斐川出雲大社線の沿線に位置し、相当数

の街区を形成している区域内の広がりのない２種農地で、農地の集団化、農

作業の効率化に支障はありません。生活排水は合併浄化槽で処理後、東側排

水路に排水し、周辺は擁壁により土留めをするので、周辺農業施設に影響は

ありません。代替地として、顧客ニーズを考慮して閉店した店舗と同地区内

の非農地を検討しましたが、必要面積が足らず、用途地域内農地や、武志駅

近くの２種農地も検討しましたが、条件に合わず売買に至らなかったため、

やむを得ないと判断します。 

次に、出－Ｂ１－１６です。図面は２７ページから２８ページになります。

市内の宅建業者が、たまき出雲店、創価学会出雲平和会館の西側、天神町の

２，５０１㎡の田で２３４㎡の９区画で建売分譲を計画しています。申出地

は、用途地域に隣接する宅地化が進行し、公共下水道がある３種農地で、北

西側には農地の広がりがありますが、申出地はその縁辺にある三方を宅地に

囲まれた農地で、農地の集団化、農作業の効率化に支障はありません。前面

道路は、申出地南側にある幅員５．０ｍの市道高松天神線です。生活排水は

公共下水道に接続します。代替地として、川跡地区の非農地や四絡地区の用

途地域内農地を検討しましたが譲渡してもらえなかったため、やむを得ない

と判断します。 

次に、出－Ｂ１－１８です。図面は３１ページから３２ページになります。 

市内の宅建業者が、佐川急便、ワルツ商事の西側、松寄下町の２，３０６㎡

の田で２４９．１１㎡から２７５．８７㎡の７区画で建売分譲を計画してい

ます。申出地は、南北に農地の広がりがありますが、東西を既存の住宅に挟

まれた農地で、農地の集団化、農作業の効率化に支障はありません。前面道

路は、申出地北側にある幅員７．８ｍの市道松寄下矢野線です。生活排水は

合併浄化槽で処理後、東側排水路に排水するため、周辺農業施設に影響はあ
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りません。代替地として、大社町修理免の非農地を検討しましたが既に買い

手が決まっており、大社町北荒木の３種農地、２種農地も検討しましたが、

営農継続の意向があり断わられたため、やむを得ないと判断します。 

次に、出－Ｂ２－２５です。図面は４３ページから４４ページになります。

市内の宅建業者が、出雲農林高校の西側、東園町の２，０２９㎡の田畑と既

存宅地を含めた全体２，７７７．８３㎡で２３０㎡から３１０．０１㎡の９

区画で建売分譲を計画しています。申出地は既存住宅の東西、北側を囲む農

地で、北側、南側は農地の広がりがありますが、申出地の南北は既存の住宅

団地に接しており、農地の集団化、農作業の効率化に支障はありません。前

面道路は、申出地南側にある幅員１１．０ｍの県道外園高松線です。生活排

水は合併浄化槽で処理後、道路側溝を介して東側排水路に排水するため、周

辺農業施設に影響はありません。代替地として、同地区の非農地を検討しま

したが売却の意思がなかったり、土地の形状や面積が条件に合わず断念し、

近くに３種農地はないため、やむを得ないと判断します。 

次に、出－Ｃ１－２７です。図面は４７ページから４８ページになります。 

市内の不動産業者が古志コミュニティセンターの北側、古志町の２，７００

㎡の田で２ＬＤＫ、２１世帯が入る３階建て１棟、駐車場４５台分の貸集合

住宅を計画しています。申出地の周辺は、集落やコミュニティセンター、小

売り店などが並び、北側は小規模な農地の広がりがありますが、申出地はそ

の縁辺にあり、農地の集団化、農作業の効率化に支障はありません。生活排

水は合併浄化槽で処理後西側道路側溝に排水するため、周辺農業施設に影響

はありません。代替地として、神門・古志地区の非農地や用途地域内の３種

農地を検討しましたが、売却の意思がなかったり、条件が合わなかったりし

て取得できなかったため、やむを得ないと判断します。 

次に、出－Ｃ２－３４です。図面は６１ページから６２ページになります。 

出雲西高校を運営する学校法人が、現在第２グラウンドとしている土地の返

還が必要となり、島根県農業技術センター、比布智神社の北側、現第２グラ

ウンドの東側の芦渡町の１５，３４５㎡の田で、現在自校にはないサッカー

コートと陸上１００ｍトラック、駐車場２８台、調整池を備えたグラウンド

場整備を計画しています。申出地は広がりある農地の団地内ですが、南側に

残る農地は保育園が同時進行で計画されており、周囲の農地へは公道で容易

に迂回できるため、農作業の効率化に支障は少ないと判断します。雨水は調

整池を設け、汚水は合併浄化槽で処理し、東側排水路を経由し、北側の河川

へ排水します。西側用水路は出入り口部分のみ蓋掛けし、管理地は防草張コ

ンクリートをするので、周辺農業施設に影響はありません。代替地として、

学校周辺を検討しましたが、①芦渡町の現第２グラウンドの拡張については、
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再賃貸不可、拡張できる範囲が限定されており広さが確保できませんでした。

②知井宮町のゆうプラザ東側については、地権者の約半数が反対しているう

え、市道付替については地元土木委員から同意取得が難しい旨の回答あり。

南北に配置する場合は、運動場と駐車場、調節池が市道によって分断され交

通安全上や管理上問題があることと、地元の同意取得が難しいため、断念い

たしました。③下古志町の出雲西高隣接については、住宅地があり、グラウ

ンドの必要形状が確保できないため、断念いたしました。④下古志町の出雲

西高南側については、広がりある１種農地で、県道の横断が必要なため、交

通安全上支障あり断念いたしました。⑤下古志町の県農業技術センター北側

については、広がりある１種農地で、県農業試験場用地であるため不可と判

断いたしました。申出地は広がりある１種農地ですが、周辺にグラウンド面

積が確保できる非農地はなく、西出雲駅周辺の３種農地、２種農地や他の１

種農地も検討しましたが、必要な形状面積が確保できないこと、地域住民や

地権者の同意が得られず断念したため、やむを得ないと判断します。 

次に、出－Ｃ２－３５です。図面は６３ページから６４ページになります。 

現在西新町にある神門第Ⅱ保育園を運営する社会福祉法人が、現在の園が手

狭で待機児童もあり、定員増に対応できるよう、先ほどの西高グラウンドの

南側、芦渡町の３，４６０㎡の田へ保育園（園舎１棟８６１㎡、駐車場３６

台、園庭１，１３１㎡移転を計画しています。申出地の周辺は東西、南側は

住宅や神社があり、北側は農地の広がりがありますが、申出地はその縁辺に

あるため、農地の集団化、農作業の効率化に支障はありません。生活排水は

合併浄化槽で処理後、東側排水路に排水します。西側用水路は出入り口部分

のみ蓋掛けし、管理地は防草張コンクリートをするので、周辺農業施設に影

響はありません。代替地として、用途地域内の非農地や３種農地、同じ神門

地区の２種農地を検討しましたが、いずれも売却を断られたり現在利用中で

あり断念したため、やむを得ないと判断します。 

次に、出－Ｃ２－３７です。図面は６７ページから６８ページになります。 

市内の宅建業者が、神戸川の神戸堰の南側、ジェイ・オー・ファーマの西側、

下古志町の２，８００㎡の田で２３３㎡の１０区画で建売分譲を計画してい

ます。申出地の南、西側は既存住宅があり、東側は事業用地となっています。

北側には集落が介在する農地の団地がありますが、申出地はその縁辺にある

ため、農地の集団化、農作業の効率化に支障はありません。前面道路は、申

出地東側にある幅員５．０ｍの市道神門３４号線が前面道路です。生活排水

は合併浄化槽で処理後、西側排水路に排水し、周囲は擁壁で土留めをするの

で、周辺農業施設に影響はありません。代替地として、周辺で非農地や３種

農地を探しましたが、建売分譲の必要面積が確保できる土地は見つからず、
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同地区内の２種農地は売ってもらえず断念したため、やむを得ないと判断し

ます。 

小林主事   続いて、斐川地域分の除外・編入申出のうち、4件についてご説明します。

斐Ａ３-１９です。資料の１６７ページ、１６８ページをご覧ください。福岡

市に本社を置くドラッグストアチェーン店を運営する企業によってドラッグ

ストア店舗を建築する申出になります。説明に入る前に訂正事項がございま

す。資料の送付後、事業計画者から排水計画の変更の申出がありましたので、

この後画面でご覧いただく計画図に修正を加えております。修正内容を併せ

て排水計画をお伝えさせていただきます。それでは説明に戻ります。申出地

は出雲コンピューター専門学校「出雲コアカレッジ」の東側、伊波野コミュ

ニティセンターの南西に位置する場所です。事業内容は、宅地部分と田と畑

６筆４，３５９.７㎡を計画地として、店舗の建築と駐車場６０台分を設置す

る計画です。申出者は出雲市内で既に同様のドラッグストアを８店舗運営し

ていますが、この度斐川町西部での需要を見込み、申出地を選定しています。

申出地周囲の状況ですが、申出地北側は宅地であり、西側は道路及び宅地で

す。東側・南側の一部は田ですが、申出地はそれぞれが個別零細的な農業者

による小規模な耕作がなされている土地であり、元々耕作がしづらい形状で

もあるため、農地の集団化、農作業の効率化に支障はないと考えられます。

代替地としては、斐川町富村地内の非農地を検討されたとのことでしたが、

売買契約に至らなかったほか、その他代替地も見当たらなかったとのことで

す。続いて排水計画ですが、生活排水は南側公共下水道に接続し、排水しま

す。雨水排水については、当初お手元の資料１６８ページのように南北の既

設水路に排水する計画でしたが、これが画面に映してある内容に変更となっ

ております。オレンジ色の線で示してあります申出地中央を流れる用悪水路

について、破線部分までを埋め立て、既設水路とは別に申出地周囲を囲むよ

うに排水路を新たに設け、東側部分で用悪水路に接続し、東側に排水をする

計画となります。最後に補足事項です。画面にお示しした申出地のうち、黒

く塗りつぶした田１筆については、本申出以前の昭和５４年６月に、別の事

業計画者によって除外決定済の農地となっていますが、転用申出がなされて

おらず、現状農地のまま耕作されている状況となっております。通常、当初

の事業計画が変更となった場合は計画変更の手続きを行うか、該当の農地を

編入した後、改めて除外申出を行うこととしておりますが、今回の場合、当

初の計画と今回の計画の計画者が違うほか、昭和５４年に合併前の旧斐川町

農業委員会が除外決定を行った際は、事業実施が困難になった場合に編入を

行うよう指導を行っていなかったこと、本申出について編入を行うこととし

た場合、その後の除外申出の許可決定まで事業スケジュールが延期となって
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しまうこと等を勘案し、当該農地についてはもう一度改めて除外を行うこと

としております。 

       次に、斐Ａ３-２１です。江田町で土木建築業を営む会社によって建売分譲

を行う旨の申出になります。申出地は西野小学校と西野幼稚園の国道９号線

を挟んだ北側です。事業内容は、宅地１筆とその周囲の田と畑４筆を計画地

として、戸建て９棟を建築する計画です。付近は小学校、幼稚園、大型スー

パー等が点在し、出雲市中心部へのアクセスも容易な場所であることから、

若い世帯の住宅ニーズが高いことを理由として申出地を選定しています。 

申出地周囲の状況ですが、北側、南側及び西側は宅地です。東側には田が広

がっていますが、申出地は作付内容の違う畑と、土地の形状がいびつで耕作

しづらい田である他、事業計画には宅地部分もあり、広がりのある農地への

大きな進出はないため、農地の集団化、農作業の効率化に支障はないと考え

られます。近隣の用途地域内や非農地、２種・３種農地も検討されましたが、

代替地は見当たらなかったとのことでした。最後に排水計画ですが、生活排

水は西側公共下水道に接続する他、雨水は西側排水路へ排水する予定です。 

次に、斐Ｂ４-２５です。医療法人徳洲会によって斐川町直江にある「出雲

徳洲会病院」の駐車場を増設する申出になります。申出地は病院敷地の南側、

新建川と間の場所となります。田と畑３筆２，１４４.２㎡を計画地として、

駐車場１０３台分を設置する計画です。既存病院敷地と申出地の間には市道

１１４６号線が通っているため、申出地から病院へ向かうために、既存駐車

場側に階段を設置する予定となっています。当該病院では現在地下駐車場を

含め３４９台分の駐車スペースを確保していますが、ここ数年で患者数が急

増し、慢性的に駐車スペースが不足していることや、今後病院敷地東側の駐

車場部分に別館を建築する予定から、約５０台分の駐車場がなくなる見込み

であり、新たな駐車場が必要であることを理由として、申出地を選定してい

ます。来院者には高齢者も多く、病院北側の土地で事業を計画した場合、車

の往来の多い道路を横断することとなり、事故につながる恐れもあるとのこ

とから、病院敷地より南側の非農地、２種・３種農地で候補地を検討されま

したが、見当たらなかったとのことでした。続いて申出地周囲の状況ですが、

北側は病院敷地であり、南側は河川です。東側・西側は宅地や山林が介在す

る広がりのない農地であるため、農地の集団化、農作業の効率化に支障はな

いと考えられます。最後に排水計画ですが、雨水は北側排水路へ排水後、東

側を経由して南側河川に放流する予定です。 

次に、斐Ａ３-１（編入）です。本件は、斐川町富村地内に住む事業計画者

の自宅周辺の所有地において、貸家５棟を建築するという申出であり、令和

３年９月２７日に除外決定済となっていますが、建築資材の高騰等により事
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業を予定通り実施することができなくなったため、今回編入の申出となりま

した。現時点で本計画を再び申出される意向はないことを確認しています。

農振法の除外要件は、農業振興地域整備の達成に支障が無いようにとの観点

から設けられているものであり、除外要件については、関係機関と連携し慎

重に審査したところでございますので、今回の変更案はやむをえないものと

考えています。 

 

柳樂主任   個別の案件につきましては、以上で説明を終わります。ご審議のほどよろ

しくお願いします。 

 

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１９３号令和４年度第

７回出雲農業振興地域整備計画の変更について、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１９３号令和４年度第７回出雲農業振興

地域整備計画の変更について、を承認いたします。 

 

議  長   続いて、議第１９４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１９４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、１２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、２６９筆、４８１，５１２㎡うち新規の設定が１８筆、３３，２２０

㎡、再設定が２５１筆、４４８，２９２㎡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、１０２

筆、２０５，３３３㎡、中間管理事業分合計が、１６７筆、２７６，１７９

㎡うち中間管理事業一括方式分が１０筆、１４，５３０㎡となっております。 
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       続きまして、使用貸借権の設定です。２ページ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、４１２筆、４７７，１９０．７５

㎡、うち新規の設定が２３筆、２９，７０９．７２㎡、再設定が３８９筆、    

４４７，４８１．０３㎡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、１４９筆、１８０，４３２

㎡、中間管理事業分合計が、２６３筆、２９６，７５８．７５㎡ うち中間

管理事業一括方式分が２５６筆、２８９，２８９．７５㎡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。６８１筆、９５８，７０２．７５㎡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。８９ペ

ージの「農用地利用集積計画所有権移転」及び９０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６筆、８，２９８㎡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１９４号のうち、１５件が農業委員関

与案件となります。その内、７番落合光啓委員の関与案件が、１２ページの

１２６番から１３３番の８件、となります。それでは、７番落合光啓委員の

関与案件８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、７番落合光啓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１９４号のう

ち７番落合光啓委員の関与案件８件の先議案件について承認される方の挙手
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を求めます。 

 

議  長   挙手全員と認めます。よって、７番落合光啓委員の関与案件８件を承認し

ます。ここで落合委員の除斥を解除いたします。 

 

議  長   続いて、３番松本尚幸委員の関与案件が４１ページの１１１番から１１２

番の２件となります。それでは、３番松本尚幸委員の関与案件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、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１９４号のう

ち３番松本尚幸委員の関与案件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、３番松本尚幸委員の関与案件２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   続いて、４番原孝治委員の関与案件が、４３ページの１１５番から１１８

番の４件、となります。それでは、４番原孝治委員の関与案件４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、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。 

 

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１９４号のう

ち４番原孝治委員の関与案件４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、４番原孝治委員の関与案件４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   続いて、５番河原基委員の関与案件が、９０ページの２３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
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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１９４号のう

ち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。５番河原基委員の関与案件１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１９４号のうち、先ほどの先議案件１５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１９４号のう

ち、先議案件１５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１９４号のうち、先議案件１５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１９５号農地法第３条の規定による許可の決定について、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。 

 

和泉主事   それでは、議第１９５号 農地法第３条の規定による許可の決定につい

て、ご説明いたします。第２９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１１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。なお、備

考欄に※印で記載のあるものにつきましては、平成３０年６月２５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８４番について説明します。譲渡人は、規模縮小のため、近隣

の土地所有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Ｗ

ＣＳを栽培される計画です。 

つづいて受付番号８５番について説明します。譲渡人は、体調不良によ

る労力不足のため、従来からの耕作者である受人に譲渡するものです。所
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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８６番について説明します。譲渡人は、近隣店舗の元

経営者で平成３０年に別段面積の適用により農地法第３条で当該農地を

取得されました。しかし、店舗の経営を廃止せざるを得なくなったことに

加え、体調不良による労力不足のため、やむなく近隣宅地購入者である受

人に譲渡するものです。１１月３０日に若槻委員、原推進委員と現地確認

を行い、その結果、別段面積を適用した当時と変わりないことを確認して

います。所有権移転後は、受人が野菜やハーブを栽培される計画です。 

つづいて受付番号８７番について説明します。譲渡人は、自宅から離れ

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８８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、受人が自分の所属する営農組合に貸し付けて、構成員として

常時従事し、水稲を栽培される計画です。 

つづいて受付番号８９番について説明します。譲渡人は、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９０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、受人が水稲を栽培される計画です。 

つづいて受付番号９１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

野菜を栽培される計画です。 

つづいて受付番号９２番、９３番は譲受人が同じですので合わせて説明

します。譲渡人は、それぞれ労力不足のため、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、受人が水稲やそばを栽培される計

画です。 

つづいて受付番号９４番について説明します。譲渡人は、労力不足のた

め、従来からの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。 

以上、受付番号８４番から９４番については、４ページから５ページの
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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   それでは、議題となっています議第１９５号のうち、１件が農業委員関与

案件となります。その内、１７番板垣房雄委員の関与案件が３ページの９４

番の１件、となります。それでは１７番板垣房雄委員の関与案件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、１７

番板垣房雄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１９５号のう

ち１７番板垣房雄委員の関与案件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、１７番板垣房雄委員の関与案件１件を承認

します。ここで板垣委員の除斥を解除いたします。 

 

議  長   続きまして、議第１９５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１９５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１９５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。 

 

議  長   次に、議第１９６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。 
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後藤主事   それでは、議第１９６号 農地法第４条の規定による許可の決定及び承認

について、ご説明いたします。第２９回総会議案の１ページをご覧ください。

今月は、５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８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１件について、１月に開催予定の第８２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６ページの受付番号４９番についてご説明いたします。追認案件で

す。説明資料は、１ページから３ページをご覧ください。斐川町学頭の畑１

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、一般住宅です。面積については、転用面積・事業面積がともに

５３０㎡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２３回総会で審議済

みであり、９月末に決定しています。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、申請地の隣地に居住している個人です。約４０年前北側の

市道が整備されてから、申請地の一部について許可なく進入路として使用し

ています。この度、現在の住居地の老朽化に伴い建て替えを行う際、既存宅

地部分は土砂災害特別警戒区域内であるため、地区外である申請地に住宅を

建築する計画となり、既存の進入路と併せて許可をうけるものです。資金計

画につきましては、所要資金額５，０００万円で、これに対する資金調達は、

自己資金３，０００万円、残りの２，０００万円は借入金で賄う計画です。

書類を確認しています。 

なお、その他に事後追認の案件が３件あります。受付番号４６番の案件は、

平成元年頃から貸駐車場への進入路として利用してきたものです。受付番号

４８番の案件は、３０年以上前から倉庫、物置及び駐車場として利用してき

たものです。受付番号５０番の案件は、３０年位前から庭、倉庫及び車庫と

して利用してきたものです。２月に除外申請を行い、６月に総会で審議を行

い９月に決定した場所になります。この度倉庫部分に離れを建築することに

なり、地目が農地であることがわかったため手続きを行うものです。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４６番から５０番については、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。 
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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１９６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１９６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１９７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１９８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   それでは、議第１９７号 農地法第５条の規定による許可の決定及び承認

について、及び議第１９８号農地転用事業計画変更の決定について、ご説明

いたします。議案書の７ページから１３ページ、説明資料の４ページから１

８ページ、参考資料の９ページから３４ページをご覧ください。今月は、所

有権の移転が１４件、賃貸借権の設定が３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６件につい

て、１月に開催予定の第８２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２２４番です。説明資料の４ページから６ペー

ジをご覧ください。転用場所は東福町の田１１筆です。案内図は５ページで

す。転用目的は、宅地分譲敷地です。面積は、転用面積が６，６２３.１８㎡、

所要面積が６，７６２．１４㎡です。権利の種類は、所有権の移転です。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。事業計画についてご説明いたします。事業

者は市内で宅地建物取引業を営む法人です。この度、利便性の高い申請地を

取得して宅地分譲敷地として利用する計画です。資金計画については、所要

資金額５，４１０万円で、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。本件については、令和４年１０月の総会において許

可決定及び承認を受け、開発行為の許可日と同日付けで転用許可の見込みで

したが、令和４年１２月５日付けで工事完了予定日の見直しを理由として取

下げ願とあわせてあらためて申請されたものです。 
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次に、議案書１１ページの受付番号２３３番です。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、平野町の田７筆です。案内図は、

８ページです。転用目的は、事務所、倉庫及び資材置場です。転用面積は、

３，００２.００㎡、所要面積は７，９１２.００㎡です。権利の種類は、賃

貸借権の設定です。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２号の「街区４０％」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、土木機械及び建設機械等のレンタル・賃貸借

に関する事業を営む法人です。この度、島根県との災害協定の締結に伴う事

業規模拡大のため、宅地化が進み苦情が増加している既存の営業所を離れ、

利便性の高い申請地を賃貸して新たな営業所を建設する計画です。資金計画

については、所要資金額３億１，９２０万円で、これに対する資金調達は借

入金の計画であり、証明を確認しています。 

次に、議案書１１ページの受付番号２３４番です。説明資料１０ページか

ら１２ページをご覧ください。転用場所は、上島町の田１筆です。案内図は

１１ページです。転用目的は、家畜排せつ物処理システム敷地です。面積は、

転用面積・所要面積ともに８２１㎡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「農業用施設」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、市内で畜産業を営む法人です。この度肉牛の飼育頭数増

加に伴う排せつ物処理のため既存の堆肥舎に隣接している申請地を賃貸し排

せつ物処理システムを設置する計画です。資金計画については、所要資金額

１，００１万円で、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。 

次に、議案書１２ページの受付番号２３５番です。説明資料１３ページか

ら１５ページをご覧ください。転用場所は、国富町の田４筆です。案内図は

１４ページです。転用目的は、資材置場です。面積は、転用面積・所要面積

ともに、１，６１９㎡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、農地法施行令第１１条第１項

第１号の「一時転用」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、市内で土木工事業を営む法人です。事業者が受注した付近の橋梁

下部工工事のため、申請地を賃借して資材置場を確保する計画です。申請地

については、令和４年６月及び１０月に別の事業者が資材置場として許可を

受けていましたが、事業完了後に農地へ復旧されています。資金計画につい

ては、所要資金額２５万円で、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。 

次に、議案書１２ページの受付番号２３６番です。説明資料の１６ページ



19 

 

から１８ページをご覧ください。転用場所は西郷町の畑３筆です。案内図は

１７ページです。転用目的は、哺乳牛舎、農業用倉庫及び飼料置場です。転

用面積は５，７８１.００㎡、所要面積は７，４６７.００㎡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「農業用施設」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、市内で畜産業を営む法人である。

この度、子牛の飼育事業を拡大するため、既存の牛舎に近い申請地を賃貸し、

哺乳牛舎、農業用倉庫及び飼料置場等を整備する計画です。資金計画につい

ては、所要資金額５，０２０万円で、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。その他の案件については、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。 

つづいて、議第１９８号農地転用事業計画変更申請決定について、ご説明

いたします。議案書の１４ページ、説明資料の１９ページから２１ページ、

参考資料の１３ページから１４ページ、３５ページから３８ページをご覧く

ださい。今月は、所有権の移転が１件、権利の移転設定を伴わない変更が４

件の合計５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１４ページの受付番号３２、３３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。転用場所は斐川町上庄原の畑１筆です。案内

図は２０ページです。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２，７８２㎡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。事業者は市内で宅地建物取引業

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区画の宅地分譲及び道路の整備を行う予定です。本件については、

令和４年４月２５日付けで許可を受けて事業を実施していましたが、他で受

注した災害復旧工事の影響により、工期内の完了が見込めなくなったため、

工事期間の延長の手続きを行うものです。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。 

次に、受付番号３１番は農地法第５条の２２２番とセット案件です。その

他の案件については、議案書及び参考資料でご確認くださいますようお願い

いたします。 

以上、議第１９７号の１８件及び議第１９８号の５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
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す。説明は以上です。 

 

議  長   続きまして、議第１９７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１９８号農地転用事業計画変更申請決定につ

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１９７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１９８

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１９７号のすべての案件を許可相当と

し、許可決定及び承認いたします。また、議第１９８号を決定いたします。 

 

議  長   それでは、議第１９９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１９９号、非農地証明の申請について説明します。議案書

の１５、１６ページ及び説明資料２２ページから３１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２６番について説明いたします。申請地については議案１５ペー

ジに載せております。また説明資料の２２，２３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２４ページの

現況写真をご確認ください。申請地は長期間耕作をされず山林の状態となっ

ています。現地確認は１２月６日に松本農業委員、藤江推進委員、事務局職

員で行っています。 

受付番号２７番について説明いたします。申請地については議案１５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。申請地は長期間耕作をされず山林の状態となっていま

す。現地確認は１２月６日に松本農業委員、藤江推進委員、事務局職員で行

っています。 

次に、受付番号２８番について説明いたします。申請地については議案     

１５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、２９

ページの現況写真をご確認ください。申請地は、長期間耕作されず、樹木が

生い茂って、山林の状態となっています。現地確認は１２月９日に板垣農業
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委員、大崎推進委員、事務局職員で行っています。 

次に、受付番号２９番について説明いたします。申請地については議案     

１６ページに載せております。また説明資料の３０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３１ページ

の現況写真をご確認ください。申請地は、長期間耕作されず、樹木が生い茂

って、山林の状態となっています。現地確認は１２月９日に石飛農業委員、

岸推進委員、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   事務局から説明がありましたが、松本農業委員さん、補足はございますか。 

 

松本委員    議席番号３番の松本です。２６番、２７番の案件については、地元の推進

委員さんと共に現地を確認しに行きまして、長期間入った様子もない状況で、

周辺の同じ状況なもので、耕作は不可能と認めます。以上です。 

 

議  長   板垣農業委員さん、補足はございますか。 

 

板垣委員   議席番号１７番の板垣です。先ほど事務局から説明があったとおりでして、

周辺の家屋がありましたけども、３０数年来空き家になっています。そうい

った場所になります。よろしくお願いいたします。 

 

議  長   石飛忠宏農業委員さん、補足はございますか。 

 

石飛忠宏農業委員 議席番号１２番の石飛です。事務局の説明どおりで、ここだけポツン

と山の様になっている場所でございました。以上です。 

 

議  長   事務局及び担当農業委員から説明がありましたが、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。そういたしますと議第１９９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１９９号のすべての案件を決定いたし

ます。 

 

議  長   それでは、議第２００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。 

 

後藤主事   それでは議第２００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。議案書の１７ページから１９ページ及び説明資料の３２ペ

ージをご覧ください。本案件の農地については、平成３０年度に所有者不明

農地として告示を行い、耕作希望者がいたため県の裁定により耕作が行われ

ている土地になります。この度令和元年度に設定した利用権の終期が近づい

てきたため改めて利用権の設定を行うために利用状況調査が必要であるため、

しまね農業振興公社から農業委員会に対して通知があり調査を行ったもので

す。農業委員会事務局で改めて探索をいたしましたが、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。そこで、

こ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。農地の所有者等

からは、告示の日から起算して６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くことになります。この申出があった

場合は、申出者に利用意向調査を実施し、意向に従い貸し借り等の手続きに

進むことになります。申出がなかった場合は、告示の４に記載がある通り、

農地法第４１条の規定により、農地中間管理機構にその旨を通知し、島根県

知事の裁定により利用権の設定が認められ、耕作が開始されるというながれ

になります。説明は以上です。 

 

議  長   ご質問、ご意見はございませんか。 

 

河原委員   議席番号５番の河原です。対象地の現状はどうなっていますか。 

 

後藤主事   利用権を設定していますので、借受者が管理を行っています。 

 

議  長   他にご質問、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２００号所有者等を確
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知できない農地の公示について、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。よって所有者等を確知できない農地の公示について、

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１０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、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 

  農政企画係   柳樂主任 

  斐川農業事務所 小林主事 

 

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 

 

       ―――――――――――――—―――――――――――― 
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