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月例総会議事録 
 

１ 召集日時      平成29年10月19日（木） 

２ 開会日時及び場所 

            平成29年10月19日（木）  午後１時45分 

            防府市役所１号館 ３階南北会議室 

３ 閉会日時      平成29年10月19日（木）  午後３時01分 

４ 委員氏名 

  (1)出席者（18名） 

  （１番）石川 眞平 （２番）池田 静枝 （３番）中山 博祐 （４番）宇多村史朗  

  （５番）井元  均 （６番）吉本 典正 （７番）木原 伸二 （８番）古谷 修造  

  （９番）光井 憲治 （10番）田村 正信 （11番）石田 卓成 （12番）熊安 悦子  

  （13番）鹿角 清美 （14番）池田 圭介 （15番）原田 道昭 （16番）内田 成男  

  （17番）三輪 栄一 （18番）藤井 伸昌  

  (2)欠席者（０名） 

５ 議事に参与した者 

   農業委員会事務局長      中谷 純一 

     〃  農地振興係長    秋里  幸 

     〃  書  記      中司 朱美 

６ 提出議案及び報告事案 

   議案第48号 農地法第３条の規定による許可申請について 

   議案第49号 農地法第４条の規定による許可申請について 

   議案第50号 農地法第５条の規定による許可申請について 

   議案第51号 農地転用事業計画変更承認申請について（事業内容の変更・目的の変更） 

   議案第52号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画の決定

について 

   議案第53号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定による協議について 

   議案第54号 平成３０年度防府市農業施策等に関する意見書について（別冊） 

   報告第67号 農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用届出について 

   報告第68号 農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出について 

   報告第69号 農地法第１８条但し書きの規定による合意解約について 

   報告第70号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 
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   報告第71号 畑地造成の届出について 

   報告第72号 現況証明書の発行について 

   報告第73号 許可取消申請について 

   報告第74号 農家基本台帳への登載願について 

７ 会議の要領及び議決事項 

   議長 本日の出席委員が定数に達したので開会を宣言し、下記委員を署名委員に指名す。 

             ７番 木原 伸二委員 

              ８番 古谷 修造委員 

────────────────────────────── 

午後１時45分開会 

○事務局  ただいまから１０月の月例総会を開催いたします。 

 本日は、欠席の御連絡をいただいている委員の方はいらっしゃいません。 

 出席委員さんは過半数を超えておりますので、会議規則第６条の規程によりまして、総会が成立し

ておりますことを御報告いたします。 

 それでは、藤井会長に御挨拶をいただきまして、引き続き、議長として議事の進行をお願いいたし

ます。 

○藤井会長   

 （挨拶） 

 本日の議事録署名委員さんは、７番の木原委員さん、８番の古谷委員さんの御両名です。よろしく

お願いいたします。 

 それでは、議案審議に入ります。 

 議案第４８号、事務局説明をお願いします。 

○事務局  それでは御説明いたします。 

 議案書１ページ、資料の１ページをごらんください。 

 議案第４８号につきましては、農地法第３条の規定による許可申請が２件提出されており、２件と

も所有権の移転でございます。 

 目的は、規模拡大が２件です。 

 別途営農計画書を御参照の上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○藤井会長  では１番、地元委員さん、説明をお願いします。 

○５番  ５番の井元です。 

 議案４８号は１と２これは譲渡人の方が同一の方でございますので、できれば、一緒に説明申し上

げたいと思います。 
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○藤井会長  それでは、１番、２番同時上程させていただきますので、説明お願いいたします。 

○５番  １と２の双方とも３条による所有権の移転でございます。 

 場所は──のトンネルを───に抜けまして、海岸のほうに約２００ｍのところでございます。 

 譲渡人の─────は、譲受人の２番のほうの──────方の隣にお住まいでございまして、養

子に出られ、現在は─────の近くに住まいを設けてございます。 

 それで、譲受人の御両人は、２番の────は、すぐその畑の隣に家がございます。 

 １のほうの────、この方もすぐ近くで、徒歩で３分と資料に書いてありますが、２人とも息子

さんと同居なさっていて、お二人も元気なんですが、息子さん、御両人、両方の息子さんも本気で、

農業、────の息子さんは新規就農者でございます。野菜を中心とした新規就農者、それぞれに以

前からミカン農家で、また野菜作りも前からしておられまして、農家に関する知識もレベルが高いと

思っております。 

 それでは、農地法第３条の２項の項目に沿って説明を申し上げます。 

 譲受人は先ほど申しましたように、いずれもごく近くにお住まいでございます。また、全ての農地

を有効に活用できると思われます。 

 第２号の農地所有適格法人以外の法人の規定及び第３号の信託要件については該当しておりません。 

 第４号の日数ですが、御両人とも間違いなく満たしていると思っております。 

 第５号の下限面積はそこに書いてあるとおりで、かなり規模の大きい農家でございます。それと、

第６号の転貸禁止要件は自ら耕作されるので該当しません。 

 第７号の周辺地域の調和要件ですが、──という土地柄もあるんですが、問題ないと、支障が生じ

ないものと考えております。 

 それと、農機具ですが、既に──────については、息子さんの新規就農時に確認して、今回、

確認しておりまして、────のほうも間違いなく農機具はそろっておりましたので、全ての要件を

満たしていると地元の農業委員としては考えております。 

 皆様の御審議をよろしくお願い申し上げます。 

○藤井会長  終わりました。審議に入ります。御意見のある方はいらっしゃいます。どうぞ。 

○１１番  ちょっと教えてください。 

 ２番の──────が息子さん、──あれはあるんですね。────ですよね。何でお母さんのほ

うなんですかね、息子さんじゃなかったんですかね。 

○５番  この御両人とも、実質は、息子さんが農業の活動をされているわけですが、土地の所有がまた

それぞれお母様の名義になっているということがございまして、ただ、────８２歳、────

７３歳でございますが、まだ、農業ばりばりでございます。（「そうですか。そうですね。ありがと

うございます」と呼ぶ者あり） 
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○藤井会長  ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○藤井会長  御意見がないようですので、採決に入ります。御賛成いただける方、挙手をお願いします。 

〔賛成者挙手〕 

○藤井会長  ありがとうございます。全員賛成ということで、１番、２番可決承認いたします。 

 続きまして、議案第４９号、事務局、説明をお願いします。 

○事務局  御説明します。 

 議案書の２ページ、資料の５ページですが、議案第４９号につきましては、農地法第４条の規定に

よる許可申請が２件出されています。 

 転用目的は、農家住宅敷地拡張が２件でございます。 

 受付番号１は、農家住宅敷地拡張です。農地区分は、集団農地面積１４０haの農地で、農地法施行

令第５条第１号及び第２号に該当する第１種農地です。 

 許可該当法令は、農地法施行規則第３５条第５号の既存施設の拡張になります。 

 農用地区域除外手続中でございます。 

 受付番号２は、農家住宅敷地拡張です。 

 農地区分は集団農地面積で０.１haの農地で、いずれの法令にも該当しない農地のため、第２種農

地と判断いたします。 

 農用地区域除外手続中です。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○藤井会長  それでは１番、地元委員さん説明をお願いします。 

○１０番  １０番、田村です。 

 議案第４９号の１は、自宅と隣地の農地の一部を転用し、農業倉庫を建設したいという案件です。 

 ヒアリングを１０月１６日に、現地確認を１０月１３日に事務局２名、吉本小委員長といたしまし

たので、この結果について御報告します。 

 現地は、お手元の資料の５ページと６ページのとおりです。 

 申請人に話を聞いたところ、現在、耕作用農機具は野ざらしの状態なので、農業倉庫が必要である

ということです。 

 また、この農地区分は第１種農地なので、原則として許可しないが、既存施設の拡張、規則の第

３５号に該当するので許可することができるというものです。 

 次に、一般基準ですが、転用面積からみて適当と思われ、周辺の営農への支障も考えられないこと

から当該基準を満たしていると思われます。 

 皆様の御審議よろしくお願いします。 
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○藤井会長  これからは審議に入ります。御意見のある方はお願いします。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○藤井会長  御意見がないようですので、採決に入ります。承認いただける方の挙手をお願いします。 

〔賛成者挙手〕 

○藤井会長  ありがとうございます。全員賛成ということで、１番可決承認いたします。 

 続きまして、２番、地元委員さんお願いいたします。 

○１２番  １２番、高井大崎地区担当の熊安悦子と申します。 

 議案４９号の２は、自宅隣地の隣の土地の農地を農作業場として転用したいという案件でございま

す。 

 事務局２名の方との現地確認を１０月１６日月曜日に行いましたので、この結果について御報告い

たします。 

 現地はお手元の資料１３ページのとおりですが、───────────から南西に１kmのところ

にあります。 

 申請者の──────に話を聞きましたら、農作業場として自宅敷地だけでは手狭なため、隣接す

る申請地──────、──────、────────を農家住宅敷地拡張への転用の申請が上が

ってきました。 

 資料の１３ページにありますように、この農地区分は第２種農地です。周辺の他の土地では目的を

達成することができない場合、許可となります。 

 農地はたくさん持っておられます。 

 一番、この────が住んでおられる場所、一番近いところがこの指定の場所になります。 

 農作業場として他では目的を達成できないと思われることで申請者、──────は、近隣の方た

ちの田んぼもたくさん耕作に貢献されており、育苗とか、作業場、農機具置場、トラック置場と進入

路の確保が必須となります。 

 利便性のよいこの申請地は、周辺の営農への支障も考えられないことから、許可基準を満たしてい

ると思われます。皆様の御審議をよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○藤井会長  説明が終わりました。審議に入ります。御意見のある方、お願いします。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○藤井会長  御意見がないようですので、採決に入ります。御承認いただける方は、挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

○藤井会長  ありがとうございます。全員賛成ということで、２番可決承認します。 

 続きまして、議案第５０号、事務局説明をお願いします。 
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○事務局  はい、御説明いたします。 

 議案書３ページ、資料１７ページからになります。 

 議案第５０号につきましては、農地法第５条の規定による許可申請が７件出されております。 

 転用目的は、建売住宅が３件、太陽光発電設備が２件、資材置場が２件となっておりますが、太陽

光につきましては１件保留になります。また御説明をいたしますけれども、受付番号１は資材置場で

す。農地区分は集団農地面積５４haの農地で、施行規則第４５条第２号に該当する第２種農地です。 

 受付番号の２につきましては、今回、保留扱いとさせていただきます。 

 来月以降の再提案になろうかと思います。 

 続きまして、受付番号３につきましては、建売住宅です。 

 農地区分は集団農地面積１.３haの農地で、いずれの法令にも該当しない農地のため、第２種農地

と判断いたします。 

 開発許可申請準備中です。 

 受付番号４は、建売住宅です。 

 農地区分は集団農地面積０.５haの農地で、いずれの法令にも該当しない農地のため、第２種農地

と判断いたします。 

 開発許可申請準備中です。 

 受付番号５は、建売住宅です。 

 農地区分は集団農地面積９.６haの農地で、いずれの法令にも該当しない農地のため、第２種農地

と判断いたします。 

 開発許可申請準備中です。 

 受付番号６は資材置場です。 

 農地区分は集団農地面積３.５haの農地で、いずれの法令にも該当しない農地のため、第２種農地

と判断いたします。 

 受付番号７は、太陽光発電設備です。 

 農地区分は集団農地面積０.０８haの農地で、いずれの法令にも該当しない農地のため、第２種農

地と判断いたします。 

 以上です。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○藤井会長  では１番、地元委員さんの説明をお願いします。 

○９番  ９番の光井です。よろしくお願いします。 

 議案第５０号の１について報告をいたします。 

 資料については、１７ページから２２ページの間に記載してあります。 
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 本議案は、──────、ほか１名で所有の農地を、────が取得して、社員の車の置場ですか、

駐車場、それと重機車両等の置場として使用したいという議案です。 

 ────とは、社員が１０名程度の土木工事の会社であります。 

 場所につきましては、───────────の北側、大きな───────というのがあるんで

すけれども、その隣にあります。現地調査につきましては、１０月の１３日午前９時から農業委員会

事務局の方２名と第２小委員会のリーダーであります吉本さんとで行いました。 

 地主の────とは、小学校時代からずっと同級生で、かなり昔から面識があって、この土地の管

理ができないということで、御主人も２年前に亡くなられたといういきさつがあるんです。 

 何かいい話はないだろうかと、再三家に来て相談を受けていたんですけど、そこの土地がちょっと、

三角になっているので、なかなか手をつける方がいらっしゃらないので、ずっと長い間、私、水利の

担当をやっておりますから、いろいろ当たってみたんですけど、いい話がありませんでした。 

 雑草が生い茂って、迷惑をかけてはいけないという本人の意向で、地元の方に、年間３回の契約で

除草をお願いしておられました。 

 ────につきましては、１０月の１５日、午前８時から現地でお話をしました。どういう理由か

というと、現在、────については、──のほうへ土地を買って社員の車を置いたりしておられる

ようですけれども、平成３０年の３月の末までにどうしても明け渡さなければならないということが

起きたので、この土地がどうしても必要だと、言っておられました。 

 また、この土地は市道にずっと面しておりまして、幅が３.５ｍしかないんですよ。対向車があっ

たときによけられないということで、この土地を本人の承諾を得てちょっと貸してくれたということ

で、車が来たときの往来のときだけ貸してもらっていた状態で、そのことも────にお願いして、

今までどおり、全部使うのではなく、２ｍ程度下げてから資材を置いてもらえないだろうかといった

ら、快く承諾を受けております。 

 そういうことで、報告を終わりたいんですけれども、皆様の御審議のほどよろしくお願いしたいと

思います。 

○藤井会長  説明は終わりました。審議に入ります。御意見のある方、お願いします。よろしいでしょ

うか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○藤井会長  御意見がないようですので、採決に入ります。御承認いただける方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○藤井会長  ありがとうございます。全員賛成ということで１番は承認いたします。 

 続きまして３番、地元委員さん説明をお願いいたします。 

○１１番  １１番、石田でございます。 
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 資料２９ページをご覧ください。 

 場所的には─────の３００ｍぐらい南側、新幹線の高架の南側の土地になります。 

 右側、黄色と緑で塗ってあると思うんですけど、黄色いところがもともと雑種地で、この緑のとこ

ろが農地で、今回申請が出ているものになります。 

 事務局及び会長と１６日に現地確認を行い、地主さんからもお話を伺いましたので、お伝えいたし

ます。 

 今回の申請は、──────────７５歳の方なんですけど、この方が────────に農地

を売り、建売住宅として転用される予定です。 

 もともと、この────なんですけど、１３年ぐらい、米を作っておられなくて、ほかにも３か所

農地をお持ちなんですけど、ずっと草刈りだけして、保全管理をされていたそうです。 

 ────のお宅の隣に息子さんも住んでいらっしゃるんですけど、自営業を営んでおられ、なかな

か農業ができるような時間もとれないということで、保全管理ばかりされてきたそうです。 

 そんなとき、──────からお話があったので、この際、管理もできないので売ってしまおうと

いうことになったそうです。 

 この緑色のすぐ西側２か所、南西側に、まだ田んぼは残っているんですけど、２枚のうち北側のほ

うは今年作付けされた跡がありまして、その南側のほうは保全管理をされている状態でした。 

 特に建売住宅を建てても周辺に影響があるとは思えませんでした。 

 あと、資料の説明なんですけど、３２ページの一番下にあるＦＴフリュームっていうのが何かわか

らなかったので調べたところ、これはＵ字溝のことでした。あと、当日確認したときに、また水利組

合の同意のチェックが記載がなかったので、事務局に確認していただくようお願いしていたんですが、

その辺どうなりましたか。 

○事務局  ３４ページの一番下のところの、放流先が農業用用排水路である場合における水利関係者へ

の説明の状況についてなんですが、遅くなりましたが、１０月１８日に──土地改良区──地区の水

利代表の──────さんに説明されたということです。 

○１１番  では、承諾は得られているということで、地元委員としては特に問題ないかと思いますが、

皆様方の御審議をよろしくお願いいたします。 

○藤井会長  これから審議に入ります。御意見のある方、お願いします。ございませんか。新しい委員

さんも意見とまではいかなくても、何か聞きたいことがあれば、どしどしこの機会に聞いていただき

たいと思います。御遠慮なく発言してください。何かございませんか。 

○１１番  これ今朝、地主さんとやっと連絡が取れたんですけど、いつもこうやって議案を送っていた

だく際に、今回担当地域も変わって、日ごろ、状況をよく把握していない地域まで行くようになった

ので、お名前と住所だけでは、何回か家に行ってもいらっしゃらなければ、連絡は取りにくくなって
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いるなと感じるんですよね。 

 そこで、申請が出てきたときに連絡先ぐらいは聞いていただいて、譲渡人、譲受人とも書いて送っ

ていただくと助かるなと思うんですけど。委員から電話があるから教えてもらえませんかっていうこ

とで、拒否されたらしょうがないですけど、相手がいいって言われれば是非お伝えいただきたいなと

思いますけどいかがでしょうか。 

○事務局  わかりました。 

○藤井会長  確かにそういうケースはあるかと思いますので、解決できるようにお願いします。 

 じゃあ、議案審議に戻りますけど、御意見ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○藤井会長  ないようですので、採決に入ります。御賛同いただける方は挙手をお願いします。 

〔賛成者挙手〕 

○藤井会長  ありがとうございます。全員賛成ということで３番は承認します。 

 続きまして４番、地元委員さん説明をお願いいたします。 

○６番  ６番の吉本です。よろしくお願いいたします。 

 議案の４番は資料の３５ページからですね。 

 本議案は、今、４の右側に書いてあるように、所有者が９人いらっしゃって、さらにこれが今まで

に、司法書士さんに聞いたら、財産の分与の関係が３年ぐらいかかると。 

 代表の──────ほか８名の農地を──────が取得して建売住宅１２棟建設するということ

です。 

 場所は、─────の南西の１５０ｍ、既に周辺は見てわかるように、３５ページにありますけど

も、周りは全部住宅です。ここだけ残ったというような状況です。 

 現場調査、１０月１３日１３時ごろから、農業委員会の事務局の方２名と、田村職務代理と行いま

した。 

 所有者の────なかなか連絡とれませんで、今日の朝、直接面談して話を聞きました。聞いたの

は何を聞いたかというと、今までもいろいろ苦情がありまして、ここの耕作放棄地は、年に１回ぐら

いしか草を刈られていなかったんですかね。非常に苦情も多くて、やっと処分できたなと、安心はし

たんですが、御兄弟とか、縁故者がいらっしゃるので、協議がきちっと整っていますか、後からもめ

ることはないですかということを念を押して確認をいたしました。 

 したがって、先ほど申しましたように周辺が既に住宅地なので、耕作も１０年以上前から、年に

１回ぐらいしか草を刈ってなかったということで、むしろ残念ですけど宅地になって安堵したという

のが本音です。 

 許可基準としては、立地基準で許可するということの判定あるんですが、実は優良農地、合わせて
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４反近くあるんですね。あるんですが、ここ住宅地が大回りあって、水があまり良くない、住宅の水

は実は合併槽でも出てくるんですね。きれいな水が出ない、──というのがあります。優良農地です

が、それはできない。 

 あとは、市街化区域のすぐ隣ですので、周辺の他の土地では目的を達成することはできないという

ことで、該当するんじゃないかと思います。 

 また、一般基準というのがあります。これは、買い手のほうの関係なんですが、業者の資力とか、

信用ですね、これは────といえば防府市で、そういいながら工事もきちっとやる会社だというこ

とで問題ないと思います。 

 それと、周辺の営農に悪影響を与えないかということについて、資料の３９ページ、水利組合の説

明の日が９月２７日になっていますが、９月２７日は現場調査した日であって、ちゃんと説明承諾も

らいなさいということで、慌ててきのう行かれて電話がありました。したがって、この日付は１０月

の１８日と訂正してください。 

 他については、水利組合、────さんも確認をいたしましたし、先ほどいろいろ申しましたが、

ずっと耕作放棄地でありましたし、宅地化しても特に周囲に影響はないということでやむを得んなと

いうふうに判断いたしました。 

 したがって、地元の農業委員としては、全ての基準はクリアしていると判断しております。皆様方

の御意見よろしくお願いします。 

 以上であります。 

○藤井会長  説明は終わりました。審議に入ります。御意見のある方、お願いします。 

○１１番  資金計画とか、業者さんから出ていると思うんですが、────で問題ないと思うんですが、

ちょっと別の業者さんでこういう開発行為で小耳に挟んだんですけど、なかなかその資金が用意でき

ずにいっぱいよそから借りて、見せ金ですね要は、作るのも大変だみたいな、だからなかなかそうい

う小さいところ、田中委員さんが前によく言われていましたけど、こんなので結構新規参入の業者と

か、大変だなということを聞くんですけど、資金がこれだけないと認めないというのは、どういった

根拠に基づくものなのかを教えていただきたいと思うんですけれども。いいですかね。 

○事務局  資金計画書というものをまず作ってもらっていて、事業費の内訳とそれに伴う財源の内訳を

表として作成してもらっているんです。 

 その事業費の内訳の中には、用地取得費が幾らで、敷地の整備工事が幾らで、建売住宅の建築工事

が幾らで、というのがあって、それの積み上げの額があるんですよ。 

 それに財源が足りているかということの根拠としては、金融機関の残高証明とか、融資証明書、又

は通帳の写し等を確認しています。 

○藤井会長  これ以上は、できないわけよね。 
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○８番  この件については、私は年商当たりどのくらいの対応をしてるかというのを確認しています。

全て。 

 だから、今、事務局の話がありましたことと、もう１点はどのぐらいの規模でやっているか、その

辺を確認しています。 

○藤井会長  事務局、そのところで基準かなんかがあるわけではない。年商の会社自体の規模の分。 

○事務局  それはない。必要と感じれば、とっていいというのは言われているんですが、今時点では、

していない。 

 その事業費の内訳等について、正しくないんじゃないかという疑義が生じたときは、見積書などを

とってもいいと県には言われているんですけど、それは必須項目ではないので、今時点ではやってい

ないです。 

 一応、事業、資金計画書について基準はないんですけど、余りにも金額が低いとか、実情と合って

いないんじゃないかと思われる場合は、指摘はしています。 

○藤井会長  そういったケースは過去に何回かあった。 

○事務局  建売住宅に関してはしたことがないんですけど、ほかの案件で、明らかに造成工事をするの

に造成工事の経費が上がっていないとか少ないとかですね、そういったことは言ったことが。 

○１１番  ありがとうございます。 

 新規参入した業者さんですので、お金集めるのが大変だったと、自分は持っていないわけですよね。

やっぱり株式会社作ったりするときと一緒で見せ金みたいな感じで、そういう見せ金集められる人は

そういうのを出せるけど、それは意味ないんじゃないのというような話、そういうことをしてまです

るという話も小耳に挟んだので、ちょっと聞いてみたんだけど。 

○藤井会長  内情はわからないですよね。──わけにはいかないからね。 

○１１番  ですよね。 

○藤井会長  古谷委員さんがおっしゃるように、事業規模くらいとか、会社の規模ぐらいは必須じゃな

いですけど、聞くことができると思いますので、御確認できるときには確認していただきたいと思い

ます。 

 ほかに何かございませんか。よろしいでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○藤井会長  御意見がないようですので、採決に入ります。御承認いただける方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○藤井会長  ありがとうございます。全員賛成ということで４番は承認いたします。 

 続きまして５番、地元委員さん説明をお願いいたします。 

○５番  ５番の井元です。 
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 議案５０号の５番を説明いたします。 

 農地法第５条に基づく、所有権の移転でございまして、この案件は２件の建売住宅を建てるという

ことでございます。 

 現地を小委員長の吉本委員と事務局、私どものほうで１０月１３日に確認に参っております。 

 場所は、資料の４１ページで南側は───────、県道に面しておりまして、場所的には非常に

住宅を建てるのにはいい場所だろうというように思っております。 

 譲渡人、────については、もともと長年かなり耕作される農家であったんですが、御夫婦お二

人だけで、御主人がどうも今施設のほうでということで、話は奥様に１２日に聞いてまいりました。 

 こちらのほうは、もう長年、保全管理やら、一応、管理だけはきちっと、几帳面な方なのでやって

いらっしゃいました。 

 それと、譲受人のほう、───────────、聞きなれないので、インターネットとか調べて

みて、連絡先が書いてなかったので────に相手方の社長さんの携帯番号を聞きまして、一応、そ

の意思、あるいは、周辺農地の悪影響がないようにということのお願いの確認をしております。 

 ただ、ネットで調べたって、先ほどの問題じゃないんですが、資本金３００万円とあったんですけ

ど、何か分散、これらのチェーングループみたいなのがありまして、そういうところで資金を調達す

る、融通し合っているか、県知事の許可を受けていたので、そこら辺の心配はなかろうかというふう

に思っております。 

 まず、立地基準については、先ほど来ありましたように周辺に他のところで目的を達成しない場合

は許可してもよいという項目に当たるということですが、一般基準については、北側にかなり前から

遊休農地がありまして、南側が道路なのでそういった心配はありません。 

 だから、周辺農地に影響はほとんど考えられないと思っております。 

 それと建物の図面が余りにも簡単な図面しかないんですが、詳しい図面が出たんですか。 

○事務局  まだ出ておりません。 

○５番  まだ、出ておりませんか。 

○事務局  今日中に出してもらうように、お願いしているところです。 

○５番  土地についても、配置等はこれでわかると思いますので、御勘弁いただきたいと思います。 

 最後に、雨水については道路の側溝、あと汚水等については、ここは公共下水が来ておりまして、

下水等ということで問題なかろうかと思っています。 

 以上の点から、地元農業委員としては、許可しても良いと感じておりますから、皆様の御審議をよ

ろしくお願いいたします。 

○藤井会長  では審議に入ります。御意見のある方、お願いします。 

○４番  ちょっと質問したいんですが、事業計画が割とあいまいな感じなんですけど、もしこれ農業委
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員会で許可していて、途中で会社のほうで何か特別な事情があって完成まで至らなかったような最悪

の場合はどのようになるんですかね。 

○事務局  事業計画書についても催促を再三しているんですけど、これも今日中にということにしてお

ります。先ほど電話をかけて必ずくださいと言ってはいるんですけど、まだ届いてきてないんですよ。 

 今の御質問、審議を通されるかはちょっと私が口を挟むことではないので、今出ているもので審議

していただいて構わないんですけど、もし、達成されなかった場合は、法律上でいうと取り消しにな

る。 

 今のこの審査を経て、その後県に持って行って県が審査をするんですけど、今と同様の状況では県

の審査はできないわけであります。 

○４番  農業委員会で許可したら、造成入ったりすると思うんだけど、その途中で何らかの事情があっ

て、その会社が経営が成り立たなくなった場合は、もう撤去せざるを得ないですよね。（「はい」と

呼ぶ者あり） 

 農地に戻すのはなかなか難しいじゃないですか。そういった許可したものが、物件が宙ぶらりんの

状態になって、もしそんなときはどうなるのかなと思って、元に戻せと言っても業者は元に戻せない

ですよね。 

○事務局  法律上は許可取り消しで、名義は元の申請者に戻すというのが決まりです。実際にどうやっ

て取り扱っているかというのはお示しする例がないので、何とも。 

○４番  現状、農地に戻すことはできないですよね。 

 今日、なかなか回答は難しいから、また検討ということで。 

○１６番  ちょっといいですか、今宇多村さんもおっしゃったように、今までこんな事業計画を見たこ

とない。ちょっとでたらめじゃないかなと思うんですが、こういう状態で農業委員会が許可するのは、

私は賛成というわけにいかないと思うんですよ。 

 きちっと出てからでないとね。 

○１１番  来月に持ち越してちゃんとしたほうがいいでしょうね。 

○１６番  それからのほうがいいんじゃないですかね。 

○藤井会長  私もそう思って提案しようと思っていたんですが、このままでは、実行計画も、図面もと

ってない、事務局のほうから催促しても出てこないのは、とてもじゃない審議に値しないと私は思う

ので（「私は賛成ですが」と呼ぶ者あり）、改めてするということに私はしたいと思うんですが。

（「賛成ですね」と呼ぶ者あり） 

 じゃあ、これは保留というか、取り下げ、再申請いただけたらということで。 

 それで御賛同いただける方、挙手お願いします。よろしいですか。 

〔賛成者挙手〕 
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○藤井会長  ありがとうございます。賛成多数ということで、取り下げということにいたします。 

 続きまして、６番、地元委員さんお願いします。 

○２番  ２番の池田でございます。 

 議案第５０号６番の説明をいたします。 

 農地法第５条の規定により、資材置場の転用許可申請が出ております。 

 ４７ページの地図をご覧ください。 

 場所は、─────地区なんですけど、───というお寺の裏側になります。 

 ここが────の土地です。１０月１６日午後１時半、事務局２名と私の３名で現地確認をいたし

ました。 

 ────のこの土地ですけれども、１,７１７ｍ２です。これは、農地パトロール中にもこれまで

も随分悩んでいたんですけど、ほとんどが当時竹やぶでした。現地確認をしました日には、４分の

３ぐらいが竹やぶとなっていまして、残りの４分の１ぐらい砂利を敷いてございまして、そこに自動

車が２台ぐらい置いてありました。 

 すぐ下側に─────────の事務所と自宅がありまして、同日、奥さんに事情を聞くことがで

きました。 

 ５０ページの事業計画にも書いてあるのですけれども、これまでバイパス沿いの土地を資材置場と

して長年利用されてきたそうです。 

 ところが、たびたび資材の盗難に遭われまして、賃貸契約を解消され、現在は家の前の空き地に資

材を置いてありました。 

 これが随分狭いので、自動車等なかなか物の置場がないということで、それまでにも────に相

談しながら届け出しないで埋め立てて、一応、借りていたということですけれども、資材はそこには

置いてございませんでした。 

 このたび、もう本当に置場がなくなったということで────に相談しましたところ、売りましょ

うということで竹やぶをきちんと整備するということで購入されたそうです。 

 もう事前に使っていらっしゃいましたので、奥様に始末書の提出はお願いいたしました。 

 これまで随分、荒廃で悩んでいたところと申しますか、竹やぶで、これが本当に田や畑なんだろう

かと私ども悩んでおりましたので、地元委員としては活用されるということ、きれいになるというこ

とはいいのじゃないのかなというふうに、問題ないのではないのかなと思っております。 

 皆様方の御審議をよろしくお願いいたします。 

○藤井会長  説明は終わりました。審議に入ります。御意見のある方、お願いします。よろしいでしょ

うか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 



- 15 - 

○藤井会長  御意見がないようですので、採決に入ります。御承認いただける方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○藤井会長  ありがとうございます。全員賛成ということで６番は承認いたします。 

 続きまして７番、地元委員さん説明をお願いいたします。 

○２番  ２番の池田でございます。 

 この土地は、先月申請されまして、承認していただきました案件でございます。 

 御兄弟なんですけど、────と、────です。────────────が購入されて、太陽

光発電設備をされるという案件でございます。 

 皆さん、覚えていらっしゃいますでしょうか。図面が、今回のを見ていただきますと５７ページで

すけど、パネルの向きが変わりました。それで、新しくまた申請されたということでございます。 

 先月は、南向きで横並びに８列になっておりましたが、このたび、このように変更されております。 

○藤井会長  説明は終わりました。審議に入ります。御意見のある方、お願いします。よろしいでしょ

うか。御意見ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○藤井会長  御意見がないようですので、採決に入ります。賛成いただける方は挙手をお願いします。 

〔賛成者挙手〕 

○藤井会長  ありがとうございます。全員賛成ということで７番は承認いたします。 

 私のほうから事務局に聞きたいですけど、その７番とか４番とかの、例えば５３ページ、農地の集

団農地面積０.０８とかいう、これを転用になったあと、問題ない。これはほぼ、全部転用じゃなく

て、この５３ページの第２種農地集団農地面積０.０８haと書いていますね。この０.０８haという

のは、どこのことを指しておられるのか。 

○事務局  ５３ページでいうと、緑色で塗っているところと、その右側に農地があるんですけど、黄色

じゃないところですね。そこの２か所を足して０.８ha。 

○藤井会長  でも、これ２７２の２は１,２３６ｍ２って書いてあるよ。 

○事務局  ちょっと待ってください。 

○藤井会長  ２７２の２。 

○事務局  あっ、本当ですね。ちょっと待ってください。 

○藤井会長  皆様、私の言っていることわかります。 

○事務局  間違えました。０.０８haでございます。 

○藤井会長  記載が違うわけ。 

○事務局  ０.０８haです。（発言する者あり） 

 ０.０８ha超えている。済みません。 
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○８番  これとこれ足した数字で。 

○６番  緑だけが０.０８。だから、集団が違うんだろう。 

○事務局  済みません。間違いです。（発言する者あり） 

 違いました。０.２ha。 

○１１番  足してね。 

○事務局  集団農地面積は２,０００ｍ２ぐらい。済みませんでした。 

○藤井会長  事務局のミスっていうだけ。 

○事務局  そうです。済みません。 

○藤井会長  これで１本残っていても集団農地面積という表示の仕方になるわけですね。 

○事務局  そうです。 

○藤井会長  わかりました。 

 それでは、次に行きます。 

 議案第５１号、事務局説明をお願いします。 

○事務局  それでは、御説明させていただきます。 

 議案書第５ページに内容を記載しておりますのでご覧ください。 

 議案第５０号、先ほどの番号７に関連する案件になります。 

 参考としまして、本日お配りしております１枚紙で、議案第５１号の１、２と、この１枚紙表裏用

意しております。 

 これが過去に転用があった分ということで、番号１番、番号２番というふうに記載のほうさせてい

ただいております。 

 議案のほう説明いたします。 

 議案第５１号につきまして、農地転用事業計画変更承認申請が２件提出されております。 

 番号１番につきまして、平成２６年２月２８日付で太陽光発電設備での転用の許可を受けたもので

すが、パネルの配置を見直すことによる事業内容の変更の申請になります。パネル枚数の増設になり

ます。 

 番号２番につきまして、平成２７年９月３日付で貸し資材置場での転用許可を受けたものですが、

パネルの配置を見直すことによる転用目的の変更の申請になります。 

 貸し資材置場から太陽光発電設備になります。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○藤井会長  逆になりましたけど、審議いたします。皆さんの御意見お伺いしたいと思います。何かあ

りましたらお願いいたします。 

 これ７とは違うんですか、前のやつとは違うんだね。 
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○事務局  番号１番、２番につきましては、以前許可を受けたもので、それの変更という形で前のペー

ジの４ページの７番が出てくるという形になります。 

 議案参考資料の５５ページのほうと、今回お配りした１枚紙の分を見比べていただいて、議案参考

資料の５５ページの緑の部分が今回の議案と、黄色の部分と、今回の１枚紙のピンクの部分が議案参

考資料の黄色の部分というところに符号してきます。 

 以前の分からの事業計画の変更という形の取り扱いになります。 

○藤井会長  何か、御意見ございませんか。 

 この辺の枚数の変更ということか。 

○１１番  下草はちゃんと刈ってありますか。面積が相当広い。 

○２番  きれいなんです。 

○１１番  きれい。自分で刈っている。 

○２番  まだ、生えていない。 

○１１番  まだ生えていない。これからが問題ですね。 

 いろんなところを太陽光発電して、草がすごいところもちらほら見受けられましたので、心配で。 

○藤井会長  ほかにございませんか。 

 聞いてなかったんで、枚数を変更して、出力とかが変わっているわけじゃない。 

○事務局  変わっています。 

 ２６年の申請のときは、ピンク色の部分のみで、３区画の太陽光パネル、５０kw未満を３区画設置

する予定だったんですけど、今回はそのピンク色と紫色の部分を合わせて６区画の５０kw未満を６区

画施工するということになっています。 

 もとの図面をつけていればよかったんですけど、わかりにくくて、今は５７ページを見られたら

１号機から６号機までのことが書いてあるんですけど、なので出力的には倍になっています。 

○藤井会長  ほかに御意見ございませんか。よろしいでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○藤井会長  御意見がないようですので、採決いたします。議案第５１号、承認いただける方、挙手を

お願いします。 

〔賛成者挙手〕 

○藤井会長  ありがとうございます。全員賛成ということで、議案第５１号を承認いたします。 

 続きまして、議案第５２号、議案第５３号、各上程させていただきます。事務局よりお願いします。 

○事務局  はい、それでは御説明させていただきます。 

 議案第５２号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画の決定につ

いて、御説明させていただきます。 
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 議案書６ページに内容を記載しておりますので、ご覧ください。 

 議案第５２号につきましては、平成２９年１０月２６日公告予定の利用権設定の申請が１件提出さ

れております。 

 農地の集積面積は、９８４ｍ２でございます。 

 内容としましては、賃貸借権の設定が１件で、新規設定１件となっております。 

 それぞれの計画の内容は議案に記載してあるとおりでございます。 

 全ての案件につきまして、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考え

ます。 

 続きまして、議案第５３号農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定による農用

地利用配分計画案の協議について御説明させていただきます。 

 議案書７ページに内容を記載しておりますので、ご覧ください。 

 議案第５３号につきましては、県で公告予定の利用権設定が１件です。内容としまして議案第

５２号の番号１について、公社から貸し付けを行うものです。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○藤井会長  それでは、地元委員さん、この───────について現状どういう状況なのかも含めて

お願いいたします。 

○１１番  １１番、石田です。 

 ここに借りられる─────────ですけど、────という飲食グループが県内に２０店舗ぐ

らいされている会社で、そこのお店で使う野菜を当初、自分たちで作りたいと、直営農業で作りたい

ということで、山口で最初は──市で農地を探されてたんですけど、──にあるんですね。 

 なかなか山口で農地を借りにくいということで相談を受けて、じゃあ、ぜひ──へお越しください

ということで、ちょっと条件は悪いんですけど来ていただいて、頑張っていただいているところでご

ざいます。 

 今、６反か７反ぐらいの畑を作られています。 

 今回、そこの近くの、作られているところの近くの──────からも借りてくれないかという御

相談があったそうで、水はけも良さそうなのでちょっと増やしましょうかということで借りられるこ

とになったところでございます。 

 周りが、ただ、────────ですか、────────の裏にあるんですけど、周り、まだ結

構水田が残っていて、また作られている方もいらっしゃるので、畑を作ろうと思ったらモグラの穴か

ら水がいっぱい入ってきて、なかなか畑にならないということで、周りをユンボで溝を掘ったりとか、

今回もうちの稲を収穫したあとのもみがら取りに来られたりとか、いろいろ四苦八苦しながら、一生

懸命されているんですけど、今回借りるところは、よそから水が入ってきそうにないところだという
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ことで、ちょっと期待はされておりました。小さいですけど。 

○藤井会長  この前借りたところは、あんまりまだ作付けしていないよ。 

○１１番  とりあえず、野菜がとても作れる状態じゃないので、緑肥を植えたり、セスバニアと言って

２ｍぐらい生えてるような緑肥、地盤を抜かないと作るのは難しいだろうということで、サツマイモ

とか何か所か植えてあるんですけど、あんまり、土地がよくないということで、畑にするには水はけ

がかなり大事なので、だから……。 

○藤井会長  借り直しも考えないといけないような感じになる。 

○１１番  そうですね。ここ従業員さん─────という人で、今朝も色彩選別の作業、うちに手伝い

に来てくれていたんですけど、そういうふうないろんな方法によって考えていきたいと、試行錯誤し

ながらやっていきたいということで、──にちゃんと住んでおられて、やる気はまあまあなんですけ

ど、ただ、水が入ってくる田んぼとかも、近所の人が作っておられたものをやめたいような気持ちな

ら、自分がそこを借りてあげたらいいんじゃないかというアドバイスはさせていただいている。 

○藤井会長  あの周りの３件、昨日僕が借りに行った。 

○１１番  そりゃ、ぜひ、会長から進めてあげてもらえたら。 

 大体、あの辺担い手がいないので、将来的には、一体全部─────がやってくれれば、地元委員

としても安心かなと思って呼んできているところもあるので、ぜひ、会長からも地主さんによろしく。

（発言する者あり） 

○藤井会長  今後、フォローをお願いします。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 ほかに御意見ございませんか。よろしいですね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○藤井会長  御意見がないので採決します。議案第５２号、５３号、御承認いただける方、挙手を求め

ます。 

〔賛成者挙手〕 

○藤井会長  ありがとうございます。全員、賛成ということで議案第５２号、議案第５３号は承認いた

します。 

 続きまして、議案として第５４号、事務局説明をお願いします。 

○事務局  御説明いたします。 

 別冊でお配りしております議案第５４号は、平成３０年度防府市農業施策等に関する意見書につい

て、皆様にお諮りするものです。 

 ８月に御要望を出していただきまして、９月１９日、総会の後に会長、会長職務代理、小委員長、

事務局で協議を行いまして取りまとめたものでございます。 

 御承認をいただきましたら、来週１０月２３日に市長へ提出することになっております。 
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 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○藤井会長  何か御意見のある方、お願いいたします。 

 今回、毎年のことですけど、特徴としては支援の要望にできるだけ絞って意見しようということで、

減らしております。 

 国、県への要望はあくまでも市長を通して要望していただければという思いで申請してきたという

形になっております。 

 何か御意見があればお願いします。どうぞ。 

○１１番  １１番、石田です。 

 国、県への要望、農業会議のほう前回上げてくれということを結構聞きまして、県とか、特に県会

議員さんが会長をされていますので、そちらをとおして上げられたら、かなり有効なんじゃないかな

と思いますので。 

○藤井会長  農業会議のときにも定期的に要望を上げてくれというのがあるんですけど、正直言って今

まではほとんど皆さんに御意見聞いてあげるようなことをしていませんでしたので、これを機会にこ

ういった要望をまとめてあげるようにしたいと思いますので。 

○１１番  あと、今回、市議会にも、これ出される予定と言っておられましたね。 

 前も、東京の国交省と防衛省に市議団で行って、陳情活動をしたんですけど、そういったのにも取

り上げてもらえるように、これ渡すときに一言、ぜひ陳情を取り上げてくれというのをお口添えして

いただけたら動きやすくなりますので、よろしくお願いいたします。（発言する者あり） 

○事務局  先ほど申し上げましたけれども、市長には２３日月曜日の午後、予定をしております。その

後、１５時から議会の議長と副議長に対しまして、同様の要望を市長にいたしましたので御協力、御

理解をお願いしたいということで行くことにしております。 

 議会のほうは、同行していただくのは会長と職務代理の２人と事務局で行かせていただきますので、

御了承お願いしたいと思います。 

 以上です。 

○藤井会長  議会に要望を出すのは初めてのケースですので、御理解賜りますようお願いしたいと思っ

ております。 

 ほかに何か御意見は。よろしいでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○藤井会長  御意見がないようですので、採決に入ります。２３日にこれを持って市長に建議お伺いす

るということに御賛同いただける方、挙手をお願いします。 

〔賛成者挙手〕 

○藤井会長  ありがとうございます。全員賛成ということで、提出させていただきます。 
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 議案はこれで締めます。 

 あと、報告事項が６７番から７４番までございます。目を通していただいて、御意見のある方はお

願いします。ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○藤井会長  それでは、御意見がないようですので、議案審議はこれで終わりたいと思います。 

午後３時01分閉会 

────────────────────────────── 
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