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月例総会議事録 
 

１ 招集日時      令和元年８月19日（月） 

２ 開会日時及び場所 

            令和元年８月19日（月）  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      令和元年８月19日（月）  午後３時08分 

４ 委員氏名 

  (1)出席者（16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 （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（２名） 

  （12番）熊安 悦子 （13番）鹿角 清美 

５ 議事に参与した者 

   農業委員会事務局長      内田 健彦 

     〃  局長補佐      福谷 英樹 

     〃  農地振興係長    秋里  幸 

     〃  書  記      益冨 綾佳 

     〃  書  記      冨永 大志郎 

６ 提出議案及び報告事案 

   議案第31号 農地法第３条の規定による許可申請について 

   議案第32号 農地法第４条の規定による許可申請について 

   議案第33号 農地法第５条の規定による許可申請について 

   議案第34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35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 

   報告第43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44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45号 農地法第１８条第１項但し書きの規定による合意解約通知について 
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   報告第46号 農地法第３条の３の規定による届出について 

   報告第47号 畑地造成の届出について 

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。 

             17番 三輪 栄一委員 

             １番 石川 眞平委員 

────────────────────────────── 

午後１時45分開会 

○事務局  それでは、皆様、ただいまから８月の月例総会を開催いたします。 

 本日、御欠席の連絡がありましたのは、１２番、熊安委員、１３番、鹿角委員の２名でございま

す。 

 出席委員さんは過半数に達しておりますので、会議規則第６条の規定により、総会が成立するこ

とを御報告いたします。 

 では、会長に御挨拶をいただいて、議事の進行をよろしくお願いいたします。 

○藤井会長  （挨拶） 

 本日は、提出議案が多うございます。スムーズに進むよう、皆さんの御協力をお願いしまして、

議案質疑に入りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日の議事録署名委員さんは、１７番の三輪委員さん、１番の石川委員さんの御両名にお願いし

ます。よろしくお願いします。 

 それでは、早速、議案に入ります。 

 議案第３１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。 

 議案書の１ページ、資料の１ページをご覧ください。 

 議案第３１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、いずれも耕作規模拡大です。 

 別途営農計画書を御参照の上、御審議のほど、よろしくお願いします。 

○藤井会長  それでは、１番、地元委員さん、説明お願いします。 

○８番  ８番の古谷です。議案第３１号の１は、────の農地を────が規模拡大のために購入

したいとする所有権の移転の申請でございます。 

 ８月１６日に、農地の現地確認をし、同日、────の御親族に、また、譲渡人の────には

１５日に電話にてヒアリングをいたしました。 

 なお、農機具等の保有状況につきましては、お手元の資料の２ページの営農計画書に記載のとお
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りでございます。 

 この当該農地の場所は、─────に隣接した南側にあります。 

 それでは、ヒアリング等の結果について御報告をいたします。 

 この農地の用途については、今年の６月頃、────が現在は───の、長男のところに転居さ

れているわけですが、今までこの農地の保全管理をされていた────に譲りたいというお話があ

って、またこの農地は────の自宅、自宅はすぐそばにあるんですが、隣接した農地のため、利

便性が良いことと、現在この農地は保全管理をされているために、特に問題ないということで購入

されたものです。 

 現在、農地の現況でございますが、トラクターでの耕うん、年に何回か鋤いて保全管理をしてお

られます。 

 それでは、第３条の許可基準該当表に基づき、その結果について御報告をいたします。 

 農地法第３条第２項についてですが、第１号の全部効率利用要件については、農機具の所有状況

や農作業に従事する人数から、効率的に利用されるものと考えます。したがって、該当しません。 

 第２号の農業生産法人要件については、該当しません。 

 第３号の信託引き受けによる権利取得についても、該当しません。 

 第４号の農作業常時従事要件については、本人と子どもさん御夫婦、また、同じ、私の地元の集

落に御兄弟がおられますが、これも従事されますので、該当しません。 

 第５号の下限面積については、現在４反超の耕作をされており、下限面積の要件は超えておりま

す。 

 第６号の借地等の転貸については、今回、所有権の移転申請でありますので、該当しません。 

 最後に、第７号の地域との調和要件ですが、現況と全く変わらないために、特に支障はないもの

と考えます。 

 なお、農地法第３条第３項の許可基準の第１号、第２号、第３号及び農地法第３条第４項につい

ては、説明を省略いたします。 

 以上のことから、地元委員としては、この許可基準は全てクリアしており、特に問題ないと判断

しておりますが、皆さんの御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○藤井会長  それでは、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。 

 御承認いただける方、挙手をお願いします。 

〔賛成者挙手〕 
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○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、説明お願いします。 

○８番  ８番の古谷です。議案第３１号の２は、────の農地を、皆さんご存じの────が規模

拡大のため、購入したいとする所有権移転の申請でございます。農地の現地確認を８月９日に実施

いたしました。 

 また、────には、８月１６日に電話にてヒアリングをし、農機具等については、私、───

─にいろいろと農機具の心配をしていただいておりますので、２回ぐらい────のお宅をお邪魔

しております。 

そういったときに、農業倉庫の機具が多いことにびっくりしていたんですが、ここに書いてあり

ますような内容については確認しており、後でヒアリングした結果について御報告をいたします。 

 それから、────には１４日に電話にてヒアリングをいたしましたので、この結果について御

報告をいたします。 

 当該農地の場所は、お手元の資料の３ページにありますけれども、──────────より西

に３０ｍぐらい下がったところにあります。農地の現況は既に田植えがされておりました。 

 この農地は、４年ほど前から────が耕作されていたのですが、昨年の夏頃に────からこ

の農地を買ってほしいとの依頼があり、現在、当該農地を耕作すること等から購入されたようでご

ざいます。 

 なお、農機具関係については、自宅の農業倉庫が７棟、トラクター６台、田植機４台、コンバイ

ン６台、重機４台、草刈機、これはトラクターに装着するものですが、これが１台、自走用の草刈

機１台、軽トラが１台、ダンプカーが２台、台車が１台、乾燥機が３台、もみすり機３台、それ以

外、農業に必要な農機具はほとんど持っておられます。 

 それでは、第３条の許可基準該当表に基づき、結果について御報告をいたします。 

 農地法第３条第２項についてですが、第１号の全部効率利用要件については、農機具等の所有状

況や耕作者等は資料に記載のとおりです。したがって、該当しません。 

 第２号の農業生産法人要件については、該当しません。 

 第３号の信託引き受けによる権利取得についても、該当しません。 

 第４号の農作業常時従事要件については、────は認定農業者であり、農業に専念されており

ますので、該当しません。 

 第５号の下限面積については、現在６町歩超耕作をされており、下限面積は超えております。 

 第６号の借地等の転貸については、今回、所有権の移転申請でありますので、該当しません。 

 最後に、第７号の地域との調和要件ですが、ここの地区のインフラ整備、水路、農道の拡幅を積

極的にされており、大変地元では評判がいい方でございます。したがって、特に支障は生じないも



- 5 - 

のと考えます。 

 なお、農地法第３条第３項の許可基準の第１号、第２号、第３号及び農地法第３条第４項につい

ては、説明を省略いたします。 

 以上のことから、地元委員としては、この許可基準は全てクリアしており、特に問題ないと判断

いたしますが、皆さんの御審議のほど、よろしくお願いします。 

 以上です。 

○藤井会長  説明が終わりました。審議に入ります。御意見のある方はお願いします。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、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、２番、可決、承認いたします。 

 続きまして、議案第３２号、事務局、説明お願いします。 

○事務局  御説明いたします。 

 議案書は２ページ、資料は５ページからとなります。 

 議案第３２号、農地法第４条の規定による許可申請ですが、今回提出された件数は２件で、転用

目的は貸住宅敷地拡張が１件、自己用住宅敷地拡張が１件です。 

 まず、受付番号１は、貸住宅敷地拡張です。農地区分は、集団農地面積５.３haの農地で、いず

れの法令にも該当しない農地のため、第２種農地と判断します。 

 ５ページの資料で、０.００７haになっておりますが、正誤表にも書いております、５.３haが正

しい数値でございます。 

 次に、受付番号２は、自己用住宅敷地拡張です。農地区分は、集団農地面積１.１ha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  それでは、１番、地元委員さん、説明お願いします。 

○１番  １番、石川です。議案第３２号の１は、──────の貸住宅敷地拡張をしたいという申請

です。 

 現地を８月１４日に、宇多村小委員長さん、それと事務局２名と一緒に確認を行いました。 

 それから、８月１６日にヒアリングを行いました。その結果を御報告いたします。 

 現地は、─────から北へ３００ｍぐらい行ったところです。───にあります。 

 貸住宅となっていますが、借り主は────、────になっています。資料５ページの緑の部
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分ですが、この周り、斜線で網掛けで囲まれているのは、６月総会で承認いただきました住宅開発

で、周りに全部住宅ができる予定です。 

 資料９ページを見ていただくとわかりやすいんですが、その住宅開発により、車が書いてあると

ころの上ですが、左上の、角を切ってある、この角地を、道が曲がりやすくするために譲られると

いうことで、現在の駐車場が車がとめにくくなりますので、右側に２台描いてあります、この位置

を駐車場として拡張したいということです。 

 車は４台ですが、御夫婦の車と息子さんの車が１台、３台と来客用に１台、確保したいというこ

とでした。周りも全部住宅になりますし、面積も駐車場としては妥当だろうと思います。以上です。

皆様、御審議、よろしくお願いします。 

○藤井会長  それでは、審議に入ります。御意見のある方はお願いします。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。 

 １番、御承認いただける方、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、１番、可決、承認いたします。 

 続きまして、２番、地元委員さん、説明お願いします。 

○１番  １番、石川です。議案第３２号の２は、──────の農地を駐車場確保のために転用した

いという申請です。資料は１１ページからになります。 

 現地確認を８月１４日に、宇多村小委員長さん、事務局２名と行いました。また、８月１６日に

ヒアリングをしましたので、その結果を報告いたします。 

 場所は、─────でありますが、─────にあります───────というのがありますが、

そこから北へ３００ｍぐらい行ったところです。 

 資料１５ページに、車が４台描いてあるところ、これが今回の該当の土地ですが、そこが既に埋

められていまして、前に太陽光発電の施設を作るという申請があったときに、推進委員の指摘を受

けて、現在、始末書が出ております。こういった制度を知らなかったので、大変申し訳なかったと

いうことで、大変恐縮されております。正しい状況に直したいということで、今回、申請をされた

ということですが、息子さんが２０歳になったときに、車を買うのに置場がないので、この場所を

埋めることにされたようです。 

 前に道があり、３ｍと書いてありますが、路肩は石垣ですので、いっぱいに寄ると大変危険な、

車がいっぱいいっぱいというような道で、この駐車場がないと方向転換もできないような場所です。 

 現在、御夫婦、息子さん合わせて車を４台所有されていまして、今のところいっぱいになります

し、あと、来客用には前を使うということですので、やむを得ないのかなと思います。 
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 面積的にも、今がいっぱいの面積になっていますので、妥当かなと思っています。 

 御報告は以上です。皆様の御審議、よろしくお願いします。 

○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。 

 御承認いただける方、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、２番、可決、承認いたします。 

 続きまして、議案第３３号、事務局、説明お願いします。 

○事務局  御説明いたします。 

 議案書の３ページ、資料の１７ページからとなります。 

 議案第３３号、農地法第５条の規定による許可申請ですが、議案書４ページに掲載の受付番号６

につきましては、取り下げとなっています。よって、今回の許可申請件数は１４件です。この１４

件の転用目的の内訳ですが、太陽光発電設備が１０件、進入路が１件、農業用倉庫、農作業場が１

件、自己用住宅が１件、建売住宅が１件です。 

 まず、受付番号１は、太陽光発電です。農地区分は集団農地面積０.４haの農地で、いずれの法

令にも該当しない農地のため、第２種農地と判断します。 

 受付番号２も太陽光発電設備です。農地区分は集団農地面積６.１haの農地で、規則第４３条第

２号に該当する第３種農地です。──────────から約１８０ｍの場所です。 

 受付番号３は、進入路です。農地区分は集団農地面積６.１haの農地で、規則第４３条第２号に

該当する第３種農地です。──────────から約１８０ｍの場所です。 

 受付番号４は、農業用倉庫及び農作業場です。農地の種別は、農地法第５条第２項第１号イに該

当に農用地区域です。 

 許可該当法令は、農地法第５条第２項、本文ただし書きの農業用施設用地です。 

 農地区域の計画変更手続済みです。 

 続きまして、受付番号５は、自己用住宅です。農地区分は集団農地面積１１３.６haの農地で、

施行令第１２条第１号に該当する第１種農地です。許可該当法令は、施行規則第３３条第４号の集

落接続です。開発許可申請準備中及び農用地区域除外手続中です。 

 次に、受付番号６は取り下げのため、受付番号７ですが、建売住宅です。農地区分は集団農地面

積０.０９haの農地で、いずれの法令にも該当しない農地のため、第２種農地と判断します。開発

許可申請準備中です。 

 受付番号８は、太陽光発電設備です。農地区分は集団農地面積３.５haの農地で、いずれの法令
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にも該当しない農地のため、第２種農地と判断します。 

 次の受付番号９も太陽光発電設備です。農地区分は集団農地面積３.６haの農地で、いずれの法

令にも該当しない農地のため、第２種農地と判断します。 

 次の受付番号１０、こちらも太陽光発電設備です。農地区分は集団農地面積５.０haの農地で、

いずれの法令にも該当しない農地のため、第２種農地と判断します。 

 次の受付番号１１から１４につきましては、ほとんど同じにところに隣接しているところでござ

います。いずれも太陽光発電設備です。農地区分は、集団農地面積５.０haの農地で、いずれの法

令にも該当しない農地のため、第２種農地と判断します。 

 最後に、受付番号１５号ですが、太陽光発電設備です。農地区分は集団農地面積０.２ha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  それでは、１番、地元委員さん、説明をお願いします。 

○３番  ３番、中山です。議案第３３号の１は、────と────の農地を────────が譲

り受け、太陽光発電設備にするという申請になります。 

 申請が６月にあり、この８ページの書類で不備があったということで、今回、この書類が出され、

上がってきたものです。 

 改めて、簡単に説明します。 

 １７ページをご覧ください。こちらのほうは、今、すごい開発が進んでいるところで、────

──から北西に１キロぐらい行ったところになります。２、３日前に現況を確認したんですけれど

も、草ぼうぼうという形でした。 

 両方とも、今、────の息子さんが管理されているということで、────は遠方におられる

ので、ずっと────がやっていまして、農業も全然、何年もやっていませんので、こういう話が

あって本当に助かるということでした。 

 周りは全然農業自体やっているようなところでなくて、住宅地になっております。そういったと

ころですので、転用もいたし方ないかと思います。 

 以上、説明となります。皆様の御審議、よろしくお願いいたします。 

○藤井会長  説明が終わりました。審議に入ります。御意見のある方はお願いします。どうぞ。 

○１１番  この西、さらに今回の申請地の西側、斜線が引いてあるところも既に太陽光、あれは……。 

○３番  いや、あれは住宅……。 

○１１番  あれは住宅なんですね。（発言する者あり） 

○３番  西側が住宅で、その西の下が、先月申請があった──────の、全部団地ですね。 

○１１番  周辺に影響はなさそうですか。 
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○３番  周辺は営農されている人がおられません。 

○１１番  トラブルもなさそうですね。 

○３番  そうですね。近所の人に聞いたんですけれども、太陽光の北側の人たちは問題ないだろうと

いうことで、南側は畑がないので、北側の人に聞いたところ問題ないということです。 

○１１番  了解です。ありがとうございます。 

○藤井会長  ほかにございませんか。これ、前回、何が不備で……。 

○事務局  土地改良区の意見書です。 

○藤井会長  で、今回は……。 

○事務局  今回は提出されております。前回は、申請に間に合わなかったので。こちらで管理するも

のになります。 

○藤井会長  ああ、ここには書いていないということね。 

○事務局  はい、書いていない。土地改良区の意見書はちゃんと提出されたと。 

○藤井会長  あともう一点、この、被害防除計画書の一番下の、「注の３」ですよね。これ、どうい

うことですかね。雨水を直接農業用用排水路に放流する場合で、転用面積が３,０００ｍ２以上あ

るときで、都市計画法の審査が行われる場合を除くというから、今回もこの場合ですよね。この場

合に何かこの、水理計算書とかが要るんですか。 

○事務局  こういった場合は、水理計算書と、水の流れがあって、で、太陽光にすることによって、

その水路が耐えられるかどうかという計算書が……。 

○藤井会長  それは出ているんですか。 

○事務局  それは提出されております。 

○藤井会長  ほかに何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。 

 １番、御承認いただける方、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、１番、可決、承認いたします。 

 続きまして、２番、３番、一括上程させていただきます。地元委員さん、説明お願いします。 

○１６番  １６番の内田でございます。この案件は、先月の議案第３０号で申請があったんですが、

進入路の承諾が得られないということで、取り下げになりました。 

 また、今度、再度、今回提出があったものです。新たな進入路を確保ということで提出があった

ものです。 

 議案２号、３号は、────の太陽光の発電の許可申請と工事に伴う進入路確保のための使用貸
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借の一時転用です。農地、水田ですが、一時転用で、工事完了後は現状復帰ということでございま

した。 

 現地は、７月１０日、事務局１名、原田委員さんと私とで先月現地を確認させていただいており

ます。 

 現地は、２３ページ、２４ページ、２５ページ、２９ページ、３０、３１ページですが、───

─の─────────────より─────寄りに、───────がこの地図にもあるんで

すが、そのそば、建物のそばにあります。２３ページのマーカー部分が該当するんですが、右の脇

に用水路があるんです。この現地は、草まみれなんですが、現地は２０年来耕作されたことはあり

ません。しかし、この地権者の────という方は、５月の連休明けの溝普請には必ず出席されて

いたんです。協力していただいて、水路の泥揚げなんかはされておりました。 

 ────は、農機具も何も持っておられません。耕作される意思も全くございません。今回、売

却されることになったようですが、────には７月１２日に訪問して意向を確認させてもらいま

した。２５ページの地図が今回申請の進入路の、黄色い部分です。 

 前回は、この黄色のマーカー部分の隣に、──────という方の雑種地があるんですが、ここ

を利用する予定だったんです。しかし、既に死亡されておりまして、相続人にお会いすることがで

きず、奥さんは住んでおられるんですが、────ですね。 

 で、この────のこのお宅は────を飼っておられるんです。私もびっくりしましたけど、

大きな────がいるんです、自宅に、一緒に寝ておられる。だから、近所の人はびっくりしてい

ます。玄関に「────注意」と書いてある。まあ、そういう方ですから、なかなかお会いするこ

ともできず、署名もできなかったということでございます。 

 ２９ページ、３１ページの図面ですが、このとおり、──────、やむを得ず、この隣の──

────の所有の水田の一部を２７ｍ２ほど進入路として利用するというふうになっております。 

 周辺には、民家は全くありません。２３ページ、３４ページの被害防除計画も問題はないと考え

ます。 

 ただ、毎年、皆さんが５月の連休明けに溝掃除に出られるんですが、太陽光発電でフェンス張ら

れたら、草も刈っていられないじゃないかと。で、溝掃除も出ることはできないじゃないかという

ことも、私、懸念した点なんですが、この────には、絶対に５月の連休前には現地を見て、草

を刈ってくれと電話で依頼しました。そしたら、やりますということだったんです。 

 で、この────は、これは─────────から購入していますから、これもあまり信用が

おけないから、───────────にも連絡入れました。それで、───────────ね、

自宅に来られたんです。で、草刈らなかったら、絶対に文句が出るよと。畦にフェンス張られたら、

草も刈られないですね。だから、溝普請、５月の連休明けの午後１時というのは決まっていますの
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で、必ず出てください。それが出られないなら、必ず、草を刈っておいてくれと。そしたら、必ず

責任持ってやりますということだったので、この委員会の中でも───────────は非常に

いい業者と私も聞いておりますので、まあまあ、いいかなという気がしております。随分、懸念し

た点があったんですが、必ず草刈りはやります、メンテナンスは行いますということだったので、

安心いたしております。だから、農業委員としては、転用の問題はないと思います。皆さん方の御

審議をお願いします。 

○藤井会長  説明が終わりました。審議に入ります。御意見のある方はお願いします。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、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、２番、３番、可決、承認いたします。 

 続きまして、４番、地元委員さん、説明お願いします。 

○８番  ８番の古谷です。議案第３３号の４から、────、先ほど紹介した────ですが、──

────と─────の農地を購入して、農業関係施設等に転用したいとする所有権移転の申請で

ございます。 

 ８月９日に、吉本小委員長さんと事務局の方２名と農地の現地確認をいたしました。 

 なお、８月１４日に農地の所有者の──────、また、８月１６日に─────、それから─

───に電話にてヒアリングをいたしましたので、この結果について御報告をいたします。 

 この農地の場所は、お手元の資料の３５ページ、３６ページに申請地の場所が表記されておりま

すが、───────────より直線で約１００ｍの──沿いになります。 

 農地の現況は、草刈り等の保全管理や一部畑としての利用はされております。この農地は、──

────が去年の航空自衛隊の航空祭のあった頃、────に相談したところ、お手元の資料の３

８ページの事業計画書及び３９ページに記載の施設、こういったものを作ったらいいんだというこ

とで、承諾されたようです。 

 なお、────の話では、この地区は農業の関係のインフラ整備が大変遅れており、また離農者

も増えてきており、これらの解消や若者が農業に取り組みやすい環境づくりのためにも、ここを基

点にしたいとのことで、この申請地は、すぐ前が、３５ページを見ていただきますとわかりますが、

──────から───へ行くほう、あるいは──、防府と、そういった、非常に利便性のいい、

また、ここでやれば効率もいいということから、最適な場所と判断したとのことでございます。 

 それから、４０ページの被害防除計画書については、特に問題はないものと考えます。 
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 この申請農地は、先ほど事務局から説明がありましたが、農地法第５条第２項第１号のイに該当

します。これに該当すればだめなわけですが、今回は許可該当法令として、農地法第５条第２項の

本文ただし書き、農業用施設用地、こういうことであればいいということになっております。した

がって、特に問題ないものと判断いたします。したがって、地元委員としては、この審査基準はい

ずれもクリアしていると判断しておりますが、皆さんの御審議、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○藤井会長  それでは、審議に入ります。御意見のある方はお願いします。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、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、４番、可決、承認いたします。 

 続きまして、５番、地元委員さん、説明お願いします。 

○１０番  １０番、田村です。議案第３３号の５は、─────の農地を──────が使用貸借し、

住宅を建設するという申請です。 

 現地確認を８月９日に、事務局２名と吉本委員長と行いました。また、ヒアリングを８月１３、

１８日にそれぞれ行いましたので、結果を報告します。 

 譲渡人、譲受人は、親子関係で、近くに住宅を建設することで、将来、両親の面倒を見るために、

申請するということです。 

 ４６ページの被害防除計画書は、どれも不備はないと思われます。資料の４１ページにもあるよ

うに、この農地は第１種農地です。第１種農地は、原則、転用することが許可されませんが、この

申請地は、住宅が連たんしている場所にあり、例外規定であります農地法施行規則第３３項第４号

に該当するため、許可基準を満たしております。４１ページの北側に農地が残るんですけど、営農

は──であります───────がされますので大丈夫だと思われます。皆様の御審議をよろしく

お願いします。 

○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。 

 御承認いただける方、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、５番、可決、承認いたします。 

 続きまして、７番、地元委員さん、説明お願いします。 
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○１１番  １１番、石田です。この案件は、───────の北、──側に５０ｍぐらい下りたとこ

ろにあります。────所有の土地を─────が所有権の移転をしようとするものです。 

 ８月の１６日に事務局と会長と一緒に現地確認に向かいました。この譲渡人の────でござい

ますが、１０年以上耕作しておられずに、今までは草刈りをお知り合いの方に頼んでしていました

が、将来的に田んぼとして利用できる見込みはないということで、このたび売却を決められたそう

でございます。 

 参考資料の５８ページですけど、その一番下の部分で、水利組合の説明というのが書いてなかっ

たので、事務局に確認したところ、排水をすぐ隣にある───という───に直接落とすことにな

るので、ここには書く必要がなく、また、その───のさらに下流で椻止めがあって、田んぼに水

を引いている所があるんですけど、そこの点について、──土地改良区から同意の意見書が出てい

るので、特に問題はないということで了承した次第です。 

 農業委員としては、特に問題はないものと思っております。皆様方の御審議をよろしくお願いい

たします。 

○藤井会長  それでは、審議に入ります。御意見のある方はお願いします。ございませんか。よろし

いでしょうか。何かありましたら。どうぞ。 

○４番  ──────というのは、建築会社であると同時に介護の施設を持っていますね。（発言す

る者あり） 

○１１番  ─────ですね。───の。 

○藤井会長  ほかに何かございませんか。 

〔「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、７番、可決、承認いたします。 

 続きまして、８番、９番、一括上程させていただきます。地元委員さん、説明お願いします。 

○１１番  １１番、石田です。本案件は、──のそばに位置するミカン畑、────所有のミカン畑

を──────に売却し、太陽光発電設備を設置しようとするものでございます。 

 先ほどの案件と同じく、１６日に事務局及び会長と一緒に現地確認に伺わせていただきました。

また、その前日に譲渡人のお宅へ訪問し、聞き取りを行いました。 

 ここは、もともとミカン畑だったんですけど、────がもうお年を召されて、９年ほどは作付

していませんとのことでした。草刈りは年に１回ほど秋にシルバーさんに頼まれているそうです。

で、現地確認に行ったとき、結構な草が、まだ今年は刈られていない状態で、たくさん草が生えて
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いました。今後もミカン畑として使える見込みがないということで、このたび─────からお話

があって、売ろうという思いに至ったそうです。 

 この周りには、特に農地はなくて、ちょっと一段高い、腰の高さぐらいの石垣が積んであるとこ

ろで、周辺に特に農地はないのと、あと、周りの住宅への影響が気になって、会社に確認したとこ

ろ、地域で回覧をまず回した後、住民説明会を開いて、音とか、その辺、気にする声もあったので、

その辺は強くなりませんということで確認をとってあるそうです。特に、周りの方がよろしいので

あれば、農業委員の私としても問題ない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  説明が終わりました。審議に入ります。御意見のある方はお願いします。よろしいです

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○藤井会長  では、私のほうから。これ、地元説明会をいつやられるんですか。 

○１１番  いや、もうやった後。 

○藤井会長  ああ、そうですか。 

○１１番  やって、音を……。 

○藤井会長  で、意見が特になかったということですか。 

○１１番  そうですね。１件だけ音がしたりするんじゃないかという質疑が出たらしいんですけど、

そういうことはありませんということで、納得してくださった……。 

○藤井会長  わかりました。 

 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、８番、９番、可決、承認いたします。 

 続きまして、１０番、地元委員さん、説明お願いします。 

○２番  ２番の池田でございます。お願いがあるんですけど、１０番から１５番まで譲受人の方がグ

ループ会社で同一なんですよ。よく聞いてみたら同じだったんです。それで……。一緒に。 

○藤井会長  はい。じゃあ、１０番から１５番まで一括上程させていただきます。よろしくお願いし

ます。 

○２番  議案第３３号の１０番から１５番までを。太陽光発電設備による所有権移転の許可申請でご

ざいます。 
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 場所は、────の───────の南側一帯です。 

 資料の７１ページから１０６ページまでですけど、７１ページをご覧ください。 

 １０番と、第３３号の１５番が載っております。それから８９ページ、ここに１１、１２、１３、

１４と、─────の南側です。載っております。 

 ８月１４日、９時半から事務局２名と宇多村小委員長さんと私の４名で現地確認をいたしました。

一帯はほとんど手を入れていなくて、荒廃のひどい状況です。──────────の────と

いう方が電話に出られまして、１５日に聞き取りをいたしました。もともと──に本社があり、社

長さんは──の方だそうです。────に広く太陽光を設置されているとのことです。 

 手続上、──に本社を移されて、──では地元ですのでフェンスとか看板の設置、それから雨水

の排水路の整備作業とか、時々、ヒューズが飛んだりとか草刈りなど迅速に対応しているそうです。 

 このたびの一帯の太陽光設備のお願いは１年前からされているそうで、公民館で関係者に集まっ

ていただき、皆さんに説明されたそうです。 

 ８月１４日の帰りがけに譲渡人の一人である──────とお話をしました。───と高齢です

けど、とても元気そうでしたが、皆さんと足並みをそろえて売りたいと、まだ畑があちこち残って

いらっしゃいますので、畑はきちんと野菜を作りたいとのお話でした。 

 また、────という方は時々出会いまして、池田さん、これ、どうにかならないかねえ、とい

う話を日頃から言われておりました。 

 また、ここの──────とか、────、────は今言いました、────、────、こ

の方たちも電話でお話ししまして、安いけど買ってくれる方があるうちに、また高齢で管理ができ

なくなったので手放すとのことでした。 

 また、────とも１８日、やっとこれも通じまして、────も皆さんと一緒に売りたいとの

ことでした。 

 ───────にも電話入れまして、────────と、その系列の皆様方にきちんとその後

の管理をされるようお願いをいたしました。 

 ─────の南側一帯は、手つかずの荒廃のひどい地域で、また一般の住宅はなくて、農業委員

といたしましても、やむを得ない状況かと思っております。 

 また、グループ会社を、私、ちょっと不審に思って電話で聞いてみたんですけど、それぞれのグ

ループ会社の名前を出したというのは、８９ページの田んぼですけど、隣接する所で同じ会社が作

ることが法的にできないそうです。それで、それぞれのグループ会社で名前を出したということだ

そうです。 

皆様方の御審議をどうぞよろしくお願いいたします。 

○藤井会長  説明が終わりました。審議に入ります。御意見のある方はお願いします。どうぞ。 
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○１１番  １１番、石田です。このたびの会社の方も、先ほどのと一緒ですけど、事務局が大変よく

言ってくださったようで、この地域への説明を事前に確実にやってもらったことは、感謝申し上げ

ておきたいと思います。 

 それから、全体的なことで、ここだけじゃないんですが、そうやって自分がいるうちに、何とか

農地を財産と思って処分したいという方、市内各所にたくさんおられると思うんですけど、農地も

本当に個人の財産でよいのかと。土地、例えば、今、国でも、空き地なんかを公共的な目的であれ

ば持ち主がわからないような土地は、公の目的で地域の方々が使えるようにしようという話も出て

おりますし、それに向けて法改正も検討されていると思うんですけど、アメリカでも、先ほど記事

見たんですけど、ランドマークといって、そういう公的利用する、なかなか手がつけられない、自

分で管理ができないということで、そういう取組みも先進的なものがあるみたいです。 

 やっぱり国土の一つとして、日本では所有権がすごく強い権利になってしまっている、敗戦後に

ですね、そうなってしまっているんですけど、今後、そういった面からも、どうあるべきかを考え

ないといけない時代に来ているんだろうなと、僕は思っています。 

 で、先ほどその記事に、山形県の鶴岡市というところ、農地の賃貸情報も、もう手がつけられな

いというなら出してくださいという、空き家バンクみたいな感じで、個別に公表している自治体も

あるみたいです。まあ、管理できない方、この先もどんどん増えていくでしょうから、今後どうあ

るべきか、本当は国有地に戻させてもらうと一番いいんでしょうけど、なかなか財務省はうんとは

言わないみたいですが、公共事業で将来使うような予定があるところは可能性があるけどそれ以外

はないみたいなんですけど、その辺も含めて、いろいろとまた問題提起していきたいと思っていま

す。 

 以上です。 

○藤井会長  ほかに。どうぞ。 

○４番  小委員長といたしまして、現地で一応確認させていただいているんですが、土地の売買価格

がすごく気になるんですよ。 

 今、────のすぐ裏手の隣接した土地なんですけど、土地の売買価格は３倍くらい、隣接して

いるにもかかわらず価格の差があるということで、だから、よその地区はどうなのかと。いわゆる

通常の不動産の売買であれば、いわゆる不動産鑑定で評価方法があるから、それに基づいてあまり

差は出ないんですけど、調整区域の土地を売買されるときにあまりにも単価が違うから、ちょっと

気になって。だから、私現地を回りながら、土地がどのくらいの価格で売買されたか参考までに聞

いているけど、あまりにも価格が違うから、論理的にどのくらいの単価を設定して売買されている

かはすごく気になるところなんですけど。因みにここの売買は平米が２００円から一番高いところ

で１,０００円なんですよ。ここで５倍違いますからね。売り手と買い手の駆け引きだけで価格が
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こんなに違っていいのだろうかと、随分気になるので。一応参考までに自分たちの地域も、根本的

な売買単価は１反当たりどれだけの単価で売られているかというのはすごく気にしてもらって。こ

この土地であれば１反が２０万円から、１反が１００万円までありますので、参考までに出させて

もらったんですけど。 

○８番  ちょっといいですか。今、１ｍ２が大体７００円です。それで、新聞広告で出ているのが、

１坪が１,５００円で（発言する者あり）はい。１坪が（発言する者あり）平米じゃなくて。 

○４番  １反５０万円ぐらいですね。 

○８番  それで出ている。 

○４番  俗に４０万円とか５０万円とか言うじゃないですか。それでいいのかなと、ちょっと気にな

りますから、一応参考までに。 

 以上です。 

○９番  この前、──であったんですけど、私の家へ来られて、田んぼを買ってくれないだろうかと

あったんですよ。──の場合、この前、聞いた話は坪は──────でどうだろうかといって……。 

○４番  坪──────。 

○９番  買いませんけど。（発言する者あり） 

 でも、今、農地については、ほとんどの方が、私、かなり引き留めているんですけどね、ただで

も引き取ってもらえないかというのがね、ほとんどなんですよ。あげるって。 

 議案が出ていた────の件で聞きたいのは、土地代がただと書いてあるんですよね。ただでも

らうと何か贈与に引っかかるからいけないのじゃないかと言う人がいるんですよ。いくらでもいい

からお金を出しておかないとだめと。それが無料で、どうなるのかと思って。何ページでしたかね。

土地代が無料と書いてある……。 

○事務局  ３８ページ。 

○９番  ３８ページですね。無料でこう公に出ているのは、どうなるんだろうかと思って。 

○１６番  私も農地を売ってくれと言ったんですよ。畑ですけど、やっぱり１反────です。大体、

業者によって随分違うけど、────というのもあるし、最初に１０万円高く買いますよとか、広

告出ていますよね。最近、どんどん安くなっているじゃないですか、太陽光用地も。農地はただで

もらってね、太陽光に売ったほうが儲かる。そういう人も出てくるんじゃないですか。今からは。

まあ、悪い考えですよ。 

○４番  だから、国は再生エネルギーを全エネルギーの２割ぐらいまでに高めたいけど、これだけ太

陽光やってもまだまだ足りないような状況らしいですよ。この流れがいつまで続くのかなという…

…。 

○１１番  そうだからといって、環境省と農水省の意見の対立があるかもしれないけど、地域の同意
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なしにどこにでもできてしまったら、困るのは周りの人たちなので、やっぱり農地が誰のものかと

いう、さっきの話じゃないけど、価値観の……。 

○４番  まあ、そういう情報交換ということで。 

○１１番  ちなみに、事務局は、幾らで売買されているか、申請時にそういう資料は付いているんで

すかね。 

○事務局  資金計画書の中に、用地取得の金額も入っております。 

○藤井会長  ほかに何かありませんか。ございませんか。いいですか。 

○１１番  この──とか──の人も、──のあの方が管理されているんですかね。一人なんですけど、

一人で草刈りできるのかなとは感じるんですけどね。まあ、いい方ではあるんですよね、地域に説

明もちゃんとしてと言ったら、事前にやってくださったりとかね、真摯に取り組まれているなとい

うのは分かるんですけど。（発言する者あり） 

○藤井会長  そう言えば、これ、名前が違いますけれども、いざできて、看板は、連絡先はどこの名

前になるんですかね。 

○１６番  私も気になるんですけど、今回の案件もそうなんですが、ここに今、石田委員が言われた

ように、──の人、恐らくこれ、メンテナンスは──────がやる、だから、看板名はどうなる

んだろうかと、２つ書いてあったらいいんですけど、この所有者、──へいくら電話かけたって、

ナシのつぶてですよね。だから、できれば、看板に両方挙がったほうが一番いいですね。 

○１１番  わかりますかね、わからないですよね、どういう看板が出ているのか。 

○２番  私もちょっと気になるので、聞いてみたんですよね。そしたら、──────の────と

いう方が社長さん、石田さんご存じの。で、──のほうも──────という、これ、御親戚の方

だそうです。────を扱っていらっしゃるんです。 

 で、───────────────────、これ、また──────の────が……。で、

法的にやっぱり隣接する田んぼを同じ会社名が申請したりとかはできないという話を聞いたんです。

それで、多分、だから……。 

○１１番  それは、資源エネルギー庁の話でしょうかね、多分。（発言する者あり） 

○２番  看板がどこの名前でどうなっているか、そこまでちょっと思わなかったので……。 

○藤井会長  まあ、分けないと、大きくなってから、何とか管理業者を置かなくちゃいけないように

なるんじゃないかね。 

○１１番  さっきの看板の件で、やっぱり地元委員さんとしては、毎回これだけ案件が上がってくる

中、心配な部分だろうと思うんですよ。ちゃんと管理していただけなかったときに、連絡は本当に

とれるのだろうかと。 

 で、御提案なんですけど、こういう書類提出してもらうときに、看板の内容まで含めて出しても
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らうことは、まあ、強制はできないでしょうけど、そういう指導はできないものでしょうか。今い

ろいろ地元委員さんの説明とか言ってくださっている中で、連絡先もちゃんと書いておいていただ

くという……。 

○藤井会長  事務局、何かあります。 

○事務局  済みません。何を記載するべきかというのを、今、手元に資料がなくて。恐らく所有者で

あったり、管理人さんであったり、書くようにはなっていると思うんですね。そういった、ガイド

ラインに則ったベースのものを聞き出すことはできようかと思います。それ以上の過剰なヒアリン

グになるとちょっといけないんですけど、ガイドラインが今手元になくてですね、申し訳ないです。 

○藤井会長  ガイドラインに看板の設置とフェンスは、努力義務じゃないけど、何か改定になったよ

ね。 

○事務局  いや、その記載内容が何を……。 

○藤井会長  だから、それ、努力義務になったということは、最初でも後でも事務局としてはどこか

の段階で確認するようになっているとか。完成のときにちゃんとそれが書いて張ってあるかどうか。 

○事務局  実際にはやっていないです。 

○藤井会長  でも、それ、確認する必要があるでしょう、現実には。本当に、そのガイドラインに沿

って完成させているかどうか。 

○事務局  太陽光発電事業だけを考えると、農業委員会の管轄という、また縦割り的なことを言って

申し訳ないんですけど、最初にそれを付けるという申請があって、いいですよという形で、あと実

際に、ことが行われているかどうかというところになると、資源エネルギー庁であったり、そうい

ったところのガイドラインどおりやっていなければ、そちらのほうから指導が入るというような流

れに……。 

○藤井会長  それ、県もそんな返答の仕方だけど、それ、おかしいでしょう。許可出したやつが、出

したところがそれなりの責任持たないと。どうぞ。 

○１１番  今日始まる前に会長とお話しした中で、農業会議にお願いして、そういう、県内統一のガ

イドライン的なものを、住民への説明をちゃんとしてくださいよとか、を今から作ってもらえない

かと、会長会議にかけていただければいいんじゃないかというお話をさっきしていたんですけど、

その中で、看板の内容についても、連絡先に対する不安ですね、周辺農家とかに対する、こういう

コミュニケーション、この辺も含めて、やはり農業委員会で定めるガイドラインに入れてもいいん

じゃないかと思うので、連絡先が１個しかなかったら、所有者と管理会社、併記させるようにする

とか、その辺、明らかに違法行為じゃなければ、条例作ることもできます、ガイドライン書くこと

も行政はできるはずなので、何ら問題ないと思うんですけど。 

○藤井会長  まあ、後で確認できるのは、必要がないというのであれば、なおさら最初のところでど
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こまで確認できるかをはっきりしてもらいたいと思います。その辺がどこまでできるか調べて……。 

 ほかに何かございませんか。だから、今回の件は一応申請どおりになっていて、後で、地元委員

さん、どういう書き方になっているか確認……。また、教えてください。 

 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。 

 １０番から１５番まで、御承認いただける方、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、１０番、１１番、１２番、１３番、１

４番、１５番、可決、承認いたします。 

 続きまして、議案第３４号、事務局、説明お願いします。 

○事務局  それでは、御説明させていただきます。 

 議案第３４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。 

 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３４号につきましては、令和元年８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１,２９８ｍ２でございます。 

 内容としまして、使用貸借権の設定が１件、再設定が１件となっております。 

 計画の内容は、議案に記載してあるとおりでございます。 

 本案につきまして、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３５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３５号につきましては、県で公告予定の利用権設定が１件になります。内容としまして、

議案第３４号について、議案第３５号を公社から貸し付けを行うものになります。 

 以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いします。 

○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。 

 議案第３４号、議案第３５号、御承認いただける方、挙手をお願いします。 

〔賛成者挙手〕 
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○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３４号と議案第３５号、可決、

承認いたします。 

 続きまして、報告事項が第４３号から第４７号までございます。目を通していただきまして、御

意見があれば、お伺いしたいと思います。よろしくお願いします。どうぞ。 

○１０番  事務局にお願いがあるんですけど、今回、議案３３号の５は承認されたんですけれども、

こういう取り方をするとどうしても間口が狭くなるんですね。で、営農上、作業効率が落ちるとい

うことなので、議案書が出る前に地元農業委員ないし推進委員等にお伺いを立てるというか、こう

いうことをするようにしていただけないかなと思いましたので、その辺はどうですか。 

○事務局  今回、田村委員から御指摘を受けまして、こういった形の、建て方についての農家の方の

考え方を御教示いただきましたので、今後はどういったものをどこに建てるのかという面に関して

も、可能な限り農業委員さんに連絡をしながら、情報を共有していこうと考えております。 

○藤井会長  今の件で何か御意見ございませんか。どうぞ。 

○１１番  前、────で似たようなお話があって、ちょっと高台に……。 

○藤井会長  ああ。 

○１１番  あれも、そういう話で、入り口がかなり狭い感じで入った農地で仕事するようになるから、

考え直したほうがいいのじゃないかというのは、行ったときに気づいたので言わせてもらった、ま

あ検討されたけど、結局はそのままということになったんですけど、待ってもらって来月出された

らどうかとか、考えてもらうとか、そういうのもありじゃないですか。 

○藤井会長  ほかに何か御意見ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○藤井会長  ないようでしたら、事務局にそういう感じで今後対応していただければ、できるだけそ

ういう対応をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 ほかに何かございませんか。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、以上で議案審議は閉じたいというふうに思います。 

午後３時08分閉会 

────────────────────────────── 
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