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月例総会議事録 
 

１ 招集日時      令和２年５月18日（月） 

２ 開会日時及び場所 

            令和２年５月18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２年５月18日（月）  午後３時54分 

４ 委員氏名 

  (1)出席者（10名） 

  （１番）石川 眞平 （４番）宇多村史朗 （６番）吉本 典正 （７番）木原 伸二 

  （８番）古谷 修造 （11番）石田 卓成 （13番）鹿角 清美 （15番）原田 道昭 

  （16番）内田 成男 （18番）藤井 伸昌 

  (2)欠席者（８名） 

  （２番）池田 静枝 （３番）中山 博祐 （５番）井元  均 （９番）光井 憲治 

  （10番）田村 正信 （12番）熊安 悦子 （14番）池田 圭介 （17番）三輪 栄一 

５ 議事に参与した者 

   農業委員会事務局長      内田 健彦 

     〃  事務局長次長    伊藤 浩二 

     〃  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21号 農地法第３条の規定による許可申請について 

   議案第22号 農地法第５条の規定による許可申請について 

   議案第23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24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25号 空き家に付随する農地の下限面積（別段面積）の設定について 

   報告第29号 農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出について 

   報告第30号 農地法第５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31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32号 農地法第３条の３の規定による届出について 

   報告第33号 現況証明書の発行について 

   報告第34号 農地法施行規則該当転用届について 

   報告第35号 届出取消申請について 

   報告第36号 畑地造成届出について 

   報告第37号 農地所有適格法人報告書について 

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。 

             ４番 宇多村史朗委員 

             ６番 吉本 典正委員 

────────────────────────────── 

午後１時45分開会 

○事務局  ただいまから、令和２年度５月の月例総会を開催いたします。 

 先月と同様に、今回も新型コロナウイルス感染防止のため、総会成立に必要最低限の人数の御出

席とさせていただきました。過半数の委員が御出席ですので、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。 

 それでは、会長に御挨拶をいただき、引き続き議長とし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） 

 それでは、総会に入らせていただきます。 

 本日の議事録署名委員さんは４番の宇多村委員さん、６番、吉本委員さんにお願いします。よろ

しくお願いします。 

 早速、議案審議に入ります。 

 議案第２１号、事務局、説明をお願いします。 

○事務局  それでは、説明を申し上げます。 

 議案第２１号、議案書の１ページ、資料の１ページからです。 

 議案第２１号、農地法第３条の規定による許可申請についてです。４件あり、目的については、

受付番号２の植松の土地が所有権の移転、西浦の土地が使用貸借による権利の設定となりますので、

所有権の移転が４件、使用貸借による権利の設定が２件となります。 

 譲渡理由については、耕作困難に伴うもの３件、規模縮小に伴うもの１件、譲受理由は新規就農

が３件、新規規模拡大が１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。 



- 3 - 

○藤井会長  それでは、地元委員さんに説明をお願いいたしますが、１番、２番、関連があるという

ことで、一緒に説明させていただきたいということでしたので、１番、２番、同時に説明させてい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○８番  ８番の古谷です。議案第２１号の１と議案第２１号の２、これは────が農業できないと

いうことで─────にお願いしたところ、────に紹介されて、今農業をやっている人が──

──という─────に対して応援してやろうということで、一緒に同じところでやろうというこ

とで、この話が決まったということを聞いております。 

 それでは、議案第２１号の１は、────の農地を────が購入して、露地野菜を栽培したい

とする新規就農者の所有権移転の申請でございます。 

 次の案件の議案第２１号の２は、この────とは私が行きましてヒアリングをした際、かなり

関連がありましたので、今日お願いしてあわせて一緒にして報告をさせていただきます。 

 ────には、５月１３日と５月１７日に電話にてヒアリングをし、また────には５月１３

日に電話して、５月１４日１０時に訪問するというアポをとりまして、────に────からそ

の旨伝えてくれということをお願いして行きました。 

 ５月１４日に、まず────宅を訪問後、一緒に────宅に行き、まず農機具の確認、それか

らヒアリング等をいたしましたので、その結果について御報告をいたします。 

 この当該番地の──の場所は、お手元の資料の１ページと３ページにありますが、──は───

────より──に─────くらいのところにあります。また、──の─────は、────

───に────がございますが、その─の───の──────の──にあります。 

 ──の農地は、地元の─────さんという方がかなり長い間耕作されていたんですが、───

のため継続してやってあげることができないということで、このたび返されたため、────は─

───にいよいよ相談された結果、今回の────の方を紹介されたということのようでございま

す。 

 ────は、現在──の──で──────、これを経営されておられますが、お手元の資料の

２ページ、営農計画書にも記載がありますが、大変農業に興味を持っておられ、今回、────の

指導を得て、畑作の営農を始めたいということのようでございます。 

 なお、当初は、ここにも書いてありますが、耕運機を購入したいという予定でしたが、────

との話し合いでトラクターの２６馬力、────の農機ですが、これを共同でこの４月に購入され

ておられます。現在、このトラクターは────の家に保管されておりますが、この案件が了承さ

れれば、──のちょうどこの──────にある農業倉庫に保管されることが決まっております。 

 それから、作業要員については、───────と────、また当然露地野菜をつくられます

が、野菜づくりの指導を兼ねて────もこの農地に一緒に行ってやられるということを聞いてお
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ります。 

 次に、────についてですが、現在、──の────で水稲を３反、それからビニールハウス

でイチゴ栽培、また露地野菜等の営農をされておられます。今回は、────でもあります───

─が購入される農地に隣接している農地を購入され、また──のさっき言いました農地を使用貸借

されるわけですが、この──の農地が、当初思ったより湿田ということで、今からこの対応につい

て考えたいということのようでございました。 

 なお、農機具の保有については、────はほとんどの農機を所有されておられました。今回、

──と──の営農をするに、────と共同で購入したトラクターを使用するということのようで

ございます。 

 それでは、農地法第３条の許可基準該当表に基づき、指定のあった１号、４号、７号について検

証いたしましたので、これの御報告をいたします。 

 農地法第３条第２項の１号の全部効率利用要件については、────、────とも該当しない

に丸でございます。 

 ４号の農作業常時従事要件は、──────に────が現地指導されるということで、これは

いずれも該当しないに丸でございます。 

 次に、７号の地域との調和要件については、────、────ともすぐ近くにあります───

───に出荷されるとのことでありましたので、私のほうから市場の出荷のルールや地元とのルー

ルを説明申し上げ、双方の御了承をいただいておりますので、なしに丸をしております。 

 ついては、第３条の許可基準は全てクリアしており、地元委員としては特に問題はないと判断い

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。御意見ある方はお願いします。 

○１６番  お年はお幾つぐらいですか、お二人とも。 

○８番  これも書いていなかったので、ヒアリングのときに確認をしております。────が───、

────が───です。 

○藤井会長  ほかに何か御意見ございませんか。 

○１６番  それともう１件いいですか。農業用倉庫に保管するとあるんですよね。────は新規就

農ですよね。 

○１６番  農業用倉庫はあの近くにあるんですか。 

○８番  はい、あります。これは確認しています。 

○１６番  農地をお持ちになった、もうこの田んぼの中にある……。 

○８番  いわゆる────じゃなくて、───────という方です、もともと。────は結婚さ
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れて出ておられたけれども、───と────で調べたらこの番地には──────があったんで

す。それで確認して、もう一度整理したら、────に電話して聞いたら、あれは─────です

と。────────────いますということで、今回、帰ってこられたけど、農業をやった

ことがないので、農地があってもどうしようもない。今までは私はよくお世話になっております

─────────という方がつくっておられたんです。私の────ですがね。そういうこと

で、──────────────────────────────────超えている人です。

そういうことで、もともとは本気でやっておられたんだろうと思うんです、───────は。─

─────────、もうどうしても手放さないといけないという現状です。 

○藤井会長  どなた所有の倉庫ですか。 

○８番  ──────────です。昔は、ちょっと聞きますと、お米をつくるとき、あそこで若干、

井戸もあるんです。それで、これは昔、家が建っていたんじゃないかと話したら、ありましたとい

うことで、昔は何か泊まってもう帰っていた、──の──なんですよね、家が。それで農作業して

疲れたとき、あそこに泊まっていたという話をされておりました。 

○藤井会長  よろしいですか。 

○１１番  １１番、石田です。────ですけど、既に耕作面積が５反ぐらいあるんですけど、これ

は───のほう。 

○８番  ────────です。 

○１１番  括弧で───と書いてもらったら、こういうケースの場合は、何か──でやっておられる

ようなイメージを受けるので、書いてもらえたらありがたいなと思います。事務局よろしくお願い

します。 

○藤井会長  ほかにございませんか。よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」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、２番、別々に採決させていただきます。 

 番号１番、御承認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、１番、可決、承認いたします。 

 続きまして、２番、御承認いただける方は挙手お願いします。 

〔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、３番、地元委員さん、説明お願いします。 

○７番  ７番の木原です。議案第２１号の３は、──────が──の─────の農地を新規就農
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するために購入する所有権移転の案件です。 

 ５月１０日に現地確認と──────にお話を聞きました。場所は────────のすぐそば

にあります。──────で、管理していくのが難しいということです。────は以前から農業

に興味があったので、今回の申請となりました。 

 今回の調査は、農地法第３条第２項に基づきチェックをいたしました。まず、全部効率利用要件

ですが、作業する人数は資料に記載しているとおりで、機械については、最初は───に借ります

が、順次購入していくということです。 

 農作業常時従事要件については、─────しておられますので、年間を通して作業できます。 

 下限面積はクリアしており、地域との調和要件も特に支障はないと思います。 

 以上のことから、農地法第３条の許可要件を全て満たしていると判断いたしますが、皆さんの御

審議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。 

〔「異議なし」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、可決、承認いたします。 

 続きまして、４番、地元委員さん、説明をお願いします。 

○１３番  １３番、鹿角です。議案第２１号、４番について御報告します。 

 この案件は、──────の農地を──────が譲り受けられる所有権移転の許可申請です。 

 場所は、資料の９ページ、─────のすぐそばです。黄色で囲ってある部分です。 

 ５月１１日に現地確認と、──────に聞き取りを中川推進委員と行いました。譲り渡し人の

────に伺いました。長年営農しておらず、自己管理を長年してきました。今回、──────

───から申請地と──────の──を譲渡しないかと打診されました。以前より家と農地をセ

ットで買ってくれる人がいれば、紹介してくれるように相談しておりましたが、今まではこの申請

地をトラクター、草刈り機によって、自己管理をしていましたが、管理が難しくなってきたと、そ

れと、ほかにもまだ３反ぐらいありますが、これは──に預けて営農させてもらっているというこ

とでした。家屋と農地を一緒に譲り受けてもらうことから、──────へ譲ることを決めたとい

うことでした。 

 譲り受け人の────には、５月１３日に電話にて話を伺いました。住宅と農地を同時に購入し

て、前から農業をやっていきたいつもりだったということでした。資料１１ページで営農計画書に

ありますように、──────には果樹、──────、─、────────には野菜を栽培す
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る予定ということです。農機具ですが、今、────ところの倉庫の中に管理機が１台置いてあり

ました。それは確認しました。あとは、順次購入していきたいということでした。 

 それから、家のほうですけど、住宅のリフォームを先にしてから、順次農業、野菜、果樹をやっ

ていきますということでした。 

 農業経験ですが、─────で勤めていたときに──の農地で野菜をつくっていたということで

した。────より申請地の管理が難しくなってきたことと、家屋と一緒の条件を解決したので譲

渡しますという返事をもらいましたので、了解したということでした。 

 次に、農地法第３条２項各号について説明します。 

 第１号の全部効率要件について、譲り受け人は耕作要件、農機具の保有状況等から見て、全ての

農機具ではありませんが、管理機１台ということで、順次、準備されてからのことだと思いますが、

─────ということで、順次やっていかれると思います。 

 第２号の農地所有適格法人以外の法人の規定を入れて、３号の信託要件の規定については、該当

しておりません。 

 第４号の農作業常時要件ですが、譲り受け人は農作業を行う必要がある日数について、農作業に

従事すると見込まれると判断します。──────というか、──がありますので、常時というわ

けにはいかないと思いますが、できる限りやりますということでした。 

 第５号の下限面積ですが、満たしております。 

 ６号の転貸禁止要件ですが、みずから耕作されるので、転貸要件には該当しません。 

 ７号の地域調和要件ですが、今回の権利移動により、周辺農地の農業用の効率かつ総合的な利用

の確保に支障は生じないものと考えております。 

 以上のことから、農地法第３条２項各号には該当せず、許可要件の全てを満たしていると判断し

ます。皆様方の御審議お願いいたします。 

○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。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○藤井会長  よろしいですか。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、議案第２２号、事務局、説明をお願いします。 

○事務局  議案第２２号、御説明申し上げます。 

 議案書は３ページ、資料は９ページからとなります。 

 議案第２２号は、農地法第５条の規定による許可申請についてですが、今回、提出された件数は
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９件です。この９件の転用目的の内訳ですが、進入路が１件、太陽光発電設備が４件、事業所敷地

拡張が１件、運送事業所が１件、自己用住宅が２件です。 

 受付番号１は、進入路です。資料は９ページになります。 

 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で、第２種農地と

判断します。 

 受付番号２は、太陽光発電設備です。資料の１５ページです。 

 農地区分は、集団農地面積３２.３haの農地で、─────────────────の場所に

あり、規則第４５条第２号に該当する第２種農地と判断します。 

 受付番号３も太陽光発電設備です。資料は２１ページになります。 

 農地区分は、集団農地面積６.２haの農地で、──────────────────────

─の場所にあり、規則第４３条第２項に該当する第３種農地と判断します。 

 受付番号４も太陽光発電設備です。資料は２７ページになります。 

 農地区分は、集団農地面積０.３haの農地で、いずれの法令にも該当しない農地、第２種農地と

判断します。 

 受付番号５は、事業所敷地拡張です。資料は３３ページになります。 

 農地区分は、集団農地面積３.３haの農地で、いずれの法令にも該当しない第２種農地と判断し

ます。現在、開発許可申請準備中です。 

 受付番号６は、太陽光発電設備です。資料は３９ページになります。 

 農地区分は、集団農地面積３.１haの農地で、いずれの法令にも該当しない農地、第２種農地と

判断します。 

 受付番号７は運送事業所です。資料は４５ページです。 

 農地区分は、集団農地面積０.０５haの農地で、いずれの法令にも該当しないため、第２種農地

と判断します。現在、開発許可申請準備中です。 

 受付番号８は、自己用住宅です。資料は５１ページになります。 

 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ため、第２種農地と

判断します。現在、開発許可申請準備中です。 

 受付番号９も自己用住宅です。資料は５７ページになります。 

 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、第２種農地と

判断します。現在、開発許可申請準備中です。 

 以上になります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○藤井会長  それでは、１番、地元委員さん説明お願いします。 

○１３番  １３番、鹿角です。議案第２２号の１番について報告します。 
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 この案件は、議案第２１号４番の申請に関連しています。──────の農地を──────が

譲り受け、宅地への進入路にするという許可申請です。 

 場所は、資料９ページと１１ページにありますように、──────へちょっとのところです。 

 現地確認を５月１３日に事務局２人と池田委員の４人で行いました。聞き取りを５月１１日、譲

り渡し人の──────に行いました。この申請地は、長年にわたり進入路として使用していたと

いう、─が営農をしていたときに倉庫が──の──にあり、ここから出入りして、農機具と農作業

を確保していたということでした。今、農地の自己管理のため、トラクターを１台入れているとい

うことでした。 

 譲り受け人の────に電話で話を伺いました。現状の進入路先に倉庫があり、営農するのに非

常に都合がよいと思うし、自動車も乗り入れにも都合がよいと思って農地転用の申請をしたという

ことでした。以前から進入路としているので、水路そのまま変更なっとる、近所にも問題はないと

思います。皆様方の御審議お願いいたします。 

○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。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○藤井会長  よろしいですか。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、説明をお願いいたします。 

○１５番  １５番、原田です。議案の第２２号の２の許可申請は、────の農地を───────

─────が譲り受けて、太陽光発電設備のために転用したいという申請です。 

 現地確認を５月１２日に事務局１名及び内田委員と行いました。また、譲渡人の────及び─

───────に５月１２日に面談をし、状況をお聞きしております。 

 また、────────────、それから───────────さんにも電話にて聞き取り

をいたしましたので、これらの結果について御報告をいたします。 

 現地は資料の１５ページから１７ページのとおり、─────の─────の─────、この

───をちょっと──に行ったところで、────ぐらい───から──のところの東側というか、

こういうところに位置しているんですけれども、農地区分は第２種農地ということですが、───

───────────────という距離にございます。 

 申請地は、譲り渡し人の────によれば、３０年近く耕作はしていないということで、定期的

に草刈りをして保全管理をしていたということです。面積が書類にあるように３８１ｍ２しかない

ということで、農業をやるには非常に中途半端な大きさということで、もともとはかなり大きな農
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地だったらしいんですが、──の拡幅に伴ってこういう小さな農地になってしまったということで、

余り耕作は今までしたことがないということでした。今回、──になったということもあって、た

またま──────────から話があったということで、譲り渡すことにしたと。 

 この地図の、１７ページにすぐその下に────という方が雑種地なっていますが、これ今太陽

光発電、ここが約半年前に太陽光発電が設置されていますが、これの施工は────────です。

今回はすぐその隣接する農地を、今回は────────が直接事業運営するということでした。 

 この事業計画書には、太陽光発電事業が初めてであるというような書き方がしてあったので、

確認しましたら、防府市では初めてということで、防府以外で既に─────────では──

─────太陽光発電事業を行っているということでした。 

 それと、面積が非常に狭いと、大体この規模だと通常、大体１,０００ｍ２、約１０ａぐらいで

やられるのが普通じゃないですかという質問をしましたら、いや、いろいろ計算して、建ぺい率目

いっぱいですね、敷地いっぱいにパネルを並べるということで、いろいろ計算して採算性がとれる

ということで踏み切ったという話を────────の担当者はしておりました。 

 ということと、あとは例によって、設置後のいろんな管理、雑草管理とか水路の管理とかについ

ては、十分に地域と協調を図ってくれという話をしておきました。 

 申請地の周辺は既に太陽光発電が数カ所設置されておりまして、一部耕作放棄地等もあって、全

体の環境からいうと、再利用としては太陽光発電ぐらいしかないのかなという感じはしております。

事業計画書及び被害防除計画書等の内容につきましても特に問題点はなく、周辺農地等にかかわる

営農条件に支障を生じるおそれもないと考えておりますので、本件については転用もやむを得ない

と考えます。皆様の御審議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。 

○１１番  この案件というよりは、太陽光全体の話ですけど、この前ガイドラインとか条例をつくれ

ないかということでお話進んでいる最中に、コロナの影響で、話が中断してしまったような感があ

ると思うけど、また農繁期が終わったら、再開して話進めていかないといけないと思っています。

またよろしくお願いいたします。 

○藤井会長  ほかにございませんか。３８１ｍ２で普通によくできるんですね。 

○１５番  ぎりぎりですかね。めちゃくちゃ狭いですよ。 

  ──────にも聞いてきたんですけど、私は詳しいことはわかりませんと、事業者の人はいろ

いろ計算してやっているんでしょうねという話をしたので、────────にも確認したら、い

や儲からなかったらできませんよと言っていましたので、一応計算はちゃんとやっているみたいで

す。 

○藤井会長  先ほど説明があったように、このぐらいの広さからしたら下手したら２反でも申請許可
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が出るようなあれですから、７分の１ぐらいの面積で可能になってきますから、いかに今まで農地

が無駄に使われているかということじゃないかと思うんです。 

 ほかに何か御意見ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○藤井会長  よろしいですか。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、３番、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。２２号の２のすぐ近くでございますが、────の同じく太

陽光発電転用申請でございます。 

 ５月の１２日に事務局１名、原田委員と私とで現地を確認させていただきました。現地は２１、

２２ページですが、──────────、─────────────、───────に位置

いたします。ここ最近、あの周辺ばかり狙われているような感じがするんですが。 

 ２１ページのマーカー部分ですが、３種農地で、両サイドにもう太陽光発電が稼働中でございま

す。地目は４筆全て水田ですが、──のこの────ですが、これはもう全く耕作意思はございま

せん。いずれの農地ももう２０年近く以上放棄地になっております。今回申請時までは雑木が生え

ていました。タヌキもちょっと住んでいたんですが、私もすぐ近くに農地を持っていますのでよく

わかるんですが、急に草刈りが始まって、きれいになったんですよ。これは何かあるなと思ったら、

案の定でした。従来から隣接の耕作者は随分困っておられて、自分の水稲を植えておられる周辺だ

けは草を刈っておられるという状態でございました。 

 ２４ページの事業計画書ですが、面積が６,７６８ｍ２と、先ほどの案件と違って大きいです。

３００kWです。非常に大規模な太陽光発電事業となります。 

 また、事前に自治会長さん、水利総代承認済みとなっておりますので、立会日よりも前の日に直

接自治会長さんのところに行って、確実に話があったかどうか確認させてもらいました。そうする

と、話はありましたと、─────────────────────────────────

────────────自治会長さんでございましたので、承認したと、いいよという返答をし

たということでございました。 

 水利総代ですが、ここには３本ほど小さな川があるんですが、いずれも溝の普請なんかほとんど

やっておられないです。自前で自分の地権のある農地の周辺だけ草を刈ったり、溝普請をされてい

るような状態でございます。ですから、────の────────のところ、これは全体的な水

利権者、総代ですから、そのほうで承認をとっておられるようでございます。その点もお話しいた
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しました。 

 ５月１３日ですが、──の─────────に電話連絡し、大規模な発電事業であり、周辺の

影響を受ける耕作者には必ず説明をしなさいということは申し入れました。その辺は必ずやります

ということでございました。２５ページにもございますが、全部Ｕ字溝入っているんですが、３本

ほど周辺水路があるんですよ。────の関係の水路ですが、いずれも溝普請なんかはやっておら

れません。あの周辺だけでやっておられるので、防草シートを敷くということだったんですが、こ

の畦まできちっとかけてくれという申し入れをしました。そうすると、これは必ずやるよというこ

とでございましたので、一応安心はしております。私のほうで気になる点は─────に申し入れ

ましたので、非常に大きな農地ではあるんですが、やむを得ないんじゃないかなという気がいたし

ております。皆様方の御審議をお願い申し上げます。 

 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。 

○１１番  １１番、石田です。かなり大きい面積で、この一帯、もともと結構草が生えているなとい

うイメージがあったんですけど。この辺一帯、将来的に地域としても諦めると言ったら語弊がある

かもしれないですけど、そういう雰囲気なんでしょうか。 

○１６番  これがきれいになったおかげで、大変私は喜んでいるんです。周りが水稲をつくっておら

れるんです。だから、ぱっと見る限り、これはよくなったなという気がしております。 

 一部分、この農地があった関係で、もうこれは全部荒れ地になるかというふうに思っていたんで

すが、ほかは皆、どうにか水稲をつくって、守っておられますので。これは──────という地

区ですが、全体的に、─────から見ると、こう、一面きれいになったという気がして安心して

おります。 

○１１番  ありがとうございます。じゃあ周りの農家さんも、農地処理というか、逆に喜んでおられ

る。 

○１６番  そうですね。 

○１１番  ああ、そうですか。わかりました。 

○１６番  ちょうど５軒ほどあるんです。耕作されている方は全て水稲をつくっておられるんです。

だから、これは必ずアポをとって、よく話をしてくださいということは申し入れておきましたので。 

○１１番  ありがとうございます。（発言する者あり） 

○藤井会長  この農地はあれですか、もと──の、あれですか。 

○１６番  そうです。でも、──────があったから、これは雑種地になっているかと思ったら、

農地なんですね。 

 だから、それ以来ずっと耕作放棄。近所の人は、本当に困っておられて。ぽつんと１カ所だけで
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すよ。 

○１１番  ただ、順番としてはやっぱり、申請の今日の日を迎える前までに、周辺に一応声はかけて、

特段、異議はないよという形で、総会で審議するのが、本来は筋じゃないかなと。私も、当日の朝

まで連絡がなかったことあるんですけど。「取ります、取ります」と言って口ばっかりで、やらな

い──も本当にあるので。そういう全く周りに配慮をする気がないのもたまにあるので。調子のい

い人ならそうなると思うので。でも、周りが喜んでくれるなら、いいと思います。 

○１６番  それと今の関連ですが、先ほど石田委員さんも言っておられましたが、太陽光事業の関係

で、いろんな地区からの助言やらお話しされましたけど、私も、こういうある程度大きな規模にな

ると、電話で話をするというより、事業者に現地へ確認の際に来てもらって、こうだよ、こうだよ

と言ってもいいのじゃないかという気がします。 

 電話で必要なことだけ言って、はい、おしまいと。農業委員としたらそれでいいかもしれません

けど、周辺の耕作者の意見であるとかは、やっぱり、発電事業でやるのであれば、そこまで責任を

持たないといけないと思います。事業者を呼んで一緒になってやるというのが、後からトラブルが

起こる可能性を考えたら、一番いいんじゃないかなという気がしています。 

○藤井会長  今の御意見どうですか。何か御意見がありますか。（「そのとおり」と呼ぶ者あり） 

○藤井会長  わかりました。じゃあ、その辺のことも今度、先ほど石田委員が言われていました太陽

光全般の話し合いを再開するときに話題に上げたらと思いますので、ぜひよろしくお願いいたしま

す。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、採決に入ります。御承認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、可決、承認いたします。 

 続きまして、４番、地元委員さん、説明をお願いします。 

○１番  １番、石川です。資料は２７ページからです。議案第２２号の４は、──────の土地を

──────────が譲り受け、太陽光発電施設を建設したいという申請です。 

 現地を５月１３日に、宇多村小委員長さんと事務局１名と一緒に確認を行いました。また、５月

１４日に、─────────とお話をしました。それから、───────────の────

──さんとも電話で話をいたしました。その結果を報告いたします。 

 申請地は、─────から─へ──────行った、─────であります。譲り渡し人の──

───────で、耕作をされておりません。───────────────、全く耕作の意思

がないという状況です。農地を預かってくれる人をずっと探していましたが、なかなか見つからず、



- 14 - 

今回の話があり、譲り渡すことにしたということです。──────────は、市内にも施設が

ありますし、この土地は日当たりもよく、譲り受けることとしたということです。 

 それから、ここは１種農地ですが、同時に、すぐ近くで市街化区域に────は農地を持ってい

らして、これも同時に──────が譲り受けるということで話が進んでいるようです。そっちに

も水路がありますので、両方を確認して、周辺の関係者に全部の了解をとってくださいという話を

したところ、この───────は真面目な──でして、全部名前を表記して、この家がどういう

意見を言われたと、持って来られました。全部回りましたということで、一応、私は安心している

ところです。やっぱり防草シートを敷いてほしいとかそういう意見があったようです。 

 防草シートを敷いてほしいという意見があったので、──────と話しましたが、大周りぐら

いやりますよということで、真ん中はちょっとコストがかかるので、できませんということでした

が、定期的に草刈りは自社でやるか、または──に頼んでやるということで、それは必ずやります

ということと、私のほうから、周辺の農道上、それから水路の管理は必ずやってくださいという話

はしました。ちょっと、最初は不満そうでしたが、いろいろ話をしましたら、やりますということ

ですので、多分やってくれるだろうと思っています。 

 この土地は、２７ページの図でも斜線のところがありますが、大変、太陽光発電施設の多いとこ

ろです。固まっているところで、これでここが潰れると、もうほとんど周辺には農地がないという

ところですから、やむを得ないのかなと思っているところです。 

 ────については、──、────農地がありましたというような話もしたと思うんですが、

お持ちの農地、これで全て手放されたという形になっています。 

 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  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。 

〔「異議なし」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、説明をお願いします。 

○８番  ８番の古谷です。議案第２２号の５は、────の農地を、─────────が事業所敷

地拡張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。 

 ５月１２日に、吉本小委員長さんと事務局の方と、農地の現地確認をいたしました。また、──

───の────とは５月１３日、また、────には５月１７日に、いずれも電話にてヒアリン

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。 
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 当該農地の場所は、お手元の資料の３３ページ。これ、────────────より─に

─────ぐらい下がった、────────にあります。なお、─────は、申請地に隣接

した斜線部分が─────でございます。 

 農地の現況は、ここ数年は耕作されておらず、しかし保全管理の状態でございました。当該農地

は２種農地です。 

 なお、資料の３６ページの事業計画書の中で、申請地を選定した理由として、現在の事務所に隣

接する当地を選定し、事業拡大を図りたいとありますが、企業にとってみても最適地であったとい

うふうに見ております。実際、私たちが５月１２日に現地確認に行ったときに、既に敷地内は建設

用重機で大変手狭な状態でございました。 

 また、定款と資金繰りについて、５月１２日に提出されております資料等で確認をした結果、定

款上は問題がありません。また、資金繰りについては、残額証明等で確認しましたが、自己資金で

賄えるものと判断いたしました。それから、ここの年商についてですが、９月決算ということであ

りますが、─────────と────から直接報告をいただいております。 

 なお、資料の３８ページの、被害防除計画書では特に問題はないと判断いたします。この申請農

地は第２種農地ですので、２つの審査基準がございます。 

 まず、立地基準では、周辺の他の農地では事業目的が達成することができない場合はよいという

規定がございます。それから、もう一つの一般基準では、確実に転用がされるのかどうかというこ

とについては、───へのヒアリング、企業の財務内容、あるいは私たちが行ったとき、大変敷地

がきれいな状態であったことということで判断した場合は、問題ないと考えております。 

 次に、周辺の営農条件に悪影響を与えないかということについては、被害防除計画書の「周辺の

農地の日照、通風等に支障を及ぼさないための措置」欄の３に丸が記載のとおり、特に支障はない

と考えます。 

 なお、排水関係については、雨水のみであり問題はないと判断いたします。 

 したがって、これらの審査基準はいずれもクリアしているものと地元委員としては判断いたして

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。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○藤井会長  私から、ちょっと聞かせていただきたいんですけれども。３３ページの図の、────

─の家の下の、あの変な形のものですが。あれ、雑種地というのは、どういうことなんですか。今

回の計画の一体利用地でもないようだから、ここ、今どういう状況になっているんですか。 

○８番  あれは今はね、これはもともと宅地だったから、結局、雑種地じゃないです。今、ここに、



- 16 - 

さっき言った重機とか……。 

○藤井会長  いやいや、３５ページの図では雑種地になっているから。 

○事務局  すみません、事務局から説明をいたします。 

 御指摘のあった３５ページのところですが、─────は、もともと雑種地です。前回、───

の──に申請があった。農地転用の申請が、その一体利用地の──に。 

○藤井会長  ここまで斜線を入れるべきだったということですか。 

○事務局  ここは農地転用されていないので、ただの農地転用されていない一体利用地ですので、そ

の白い部分はただの雑種地で、ただの一体利用地です。斜線の部分は、───に農地転用された部

分ということになります。 

○藤井会長  だから、現在、ここは雑種地のままなんですか。 

○事務局  そうです、そうです。 

○藤井会長  現実には重機が置いてあると。 

○事務局  雑種地と、農地転用されたところの主な使い方をされているというだけです。 

○藤井会長  またそこに、一部宅地というのもありますね。 

○事務局  そうです。こちらは住宅ですかね。 

○藤井会長  いやいや、────の住宅の─のところに、─────……。 

○事務局  そうですね。ここも一体として、この工場の事業所の敷地として使われている。宅地なの

で、農地転用の必要なくてという意味合いです。 

○藤井会長  わかりました。ありがとうございました。 

 ほかに御意見ないですか。よろしいですか。 

〔「なし」〕 

○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、６番、地元委員さん、説明をお願いします。 

○８番  ８番の古谷です。議案第２２号の６は、──────────────の当該農地を、──

────────が太陽光発電設備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。 

 ５月１２日に、吉本小委員長さんと事務局の方と、農地の現地確認をいたしました。─────

─の──────────────と５月１３日の夕方、電話にてヒアリングをいたしました。な

お、────とは、既にこの１年間で２件ぐらい案件がございまして連絡を取り合っておりました

けれども、その際に、今回の件の依頼を受けており、今回、また特に電話連絡はいたしておりませ
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ん。ついては、この結果の御報告をいたします。 

 当該農地の場所は、お手元の資料の３９ページ、４０ページに記載がありますが、──────

────────────────のところにあります。 

 農地の現況は、保全管理はよくされておりました。当該農地は２種農地です。 

 なお、資料の４２ページの事業計画書の中で、申請地を選定した理由及び他の候補地の検討の状

況の欄に記載のとおり、太陽光事業に十分適した土地との評価でございます。 

 また、この企業の定款あるいは資金繰り、これをやはり５月１２日に、関係資料で確認をいたし

ましたが、定款上は問題なく、また、資金繰りについては残高証明等を出していただいておりまし

たが、自己資金で十分賄えると判断いたします。それから、この企業の年商については、令和

元年度───────────という報告を受けております。 

 なお、資料の４４ページの、被害防除計画書上では特に問題はありませんが、──────の─

─────────────に電話にて、いわゆる雑草対策、これは防草シートということで全体

をしてくれというお願いをしたんですが、先ほど石川委員さんがおっしゃったように、コストの関

係で、大周りだけならやるというようなことでございました。それから、地元住民への十分な説明

会は必ずするようにということの依頼をしております。 

 この申請農地は第２種農地のため、先ほども言いましたように２つの審査基準が、これを必ずク

リアすることが必要でございます。 

 まず、立地基準では、周辺の農地では事業目的が達成することができない場合は、いいというこ

とでございます。また、一般基準では、先ほど言いましたように、確実にこれが転用されるのかど

うかということについてですが、ヒアリングあるいは企業の財務内容、あるいは太陽光の発電・売

電事業の今までの取り組み等、これらから見て特に問題はないと判断いたしております。 

 次に、周辺の営農条件に悪影響を与えないかということについては、被害防除計画書の「周辺の

農地の日照、通風等に支障を及ぼさないための措置」、この欄の３に丸がございます。特に支障は

ないというふうに思いますが、このほかに私から、先ほど報告いたしましたとおり、──────

さんに電話にて重々お願いをいたしております。 

 なお、排水関係につきましては雨水のみであり、特に問題はないと判断いたします。 

 報告は以上ですが、審査基準はいずれもクリアしているものと地元委員としては判断いたしてお

りますが、皆さんの御審議のほどよろしくお願いをいたします。 

 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。 

○１１番  毎月、────────は出ていると思うんですけど、私もどういった会社か、うちの地

区ではなかったと思います。今まで。 
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 今、太陽光を建てて転売目的の会社も多くあるみたいで。例えば、建てた後すぐにほかの人に売

ると。投資目的の方に売るというケースも多々あるみたいで。そういう場合は、約束していていて

も、それがないものにされてしまう可能性も考えておかないといけないと思っているんですけれど

も。 

 今後、そういう対策をどうしていくか。過去に取得して転用をしたものを、その後はどうなって

いるかという一覧表を出してもらってもいいのかなとか、今、見ながら考えながら思いましたので、

また考えていただければと思います。 

○藤井会長  ほかに御意見はありませんか。 

○１番  すみません、自分の報告のときに触れればよかったんですが。今、説明があった中にもあり

ましたけど、担当は──なんです。───────────。─────。実はこの会社、──に

も営業所がありますし、──にも営業所があるので、「何で海のむこうから担当しているんです

か」と聞いたんですが。そうすると、本社案件ですって言うんですね。本社は──だったと思いま

すけど、本社が購入するので本社案件ですけど、順番に、営業所がその本社案件の場合は担当して

いるんですという説明だったので、それ以上、もう突っ込めなかったんですけど。要は、不安があ

るのは、今おっしゃったように、約束していても本当に守ってくれるのかなっていうのは大いにあ

る話です。何で、──あるのに──の営業所なのかというのは、大変疑問に思いましたので、一応、

聞いてみました。 

○８番  同感です。私も同じ考えです。 

○藤井会長  ほかに御意見ございませんか。 

 今の件で、確認してから考えていただきたいと思います。お願いします。ほかに御意見ございま

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。御承認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、６番、可決、承認いたします。 

 続きまして、７番、地元委員さん、説明をお願いします。 

○８番  ８番の古谷です。議案第２２号の７は、───────────の農地を、これと宅地を合

わせて、───────が───の防府営業所として利用したいということで購入する、所有権移

転の申請でございます。 

 ５月１２日に、吉本小委員長さんと事務局の方で、農地の現地確認をいたしました。５月１３日

に、───────の───さんに電話にてヒアリングをし、また、担当の──────とは５月
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１６日に、逆に────から私にファクスが来ましたので、いろんなことの、電話で詳細な経緯等

をお聞きし、また、このことをもって５月１７日に、────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４５ページ。これも、─────────────────、

今、──でございますが、───────ぐらい────に寄った、すぐ────にあります。 

 当該農地と宅地は、────────に長期間貸されており、今回、契約切れとなることから返

されたのですが、返された当時はごみが山積しており、また、雑木等で手がつけられないほどひど

い状態でありました。 

 本来であれば、畑地としていた農地にごみ等を置くにしても、一時転用の申請をすべきではなか

ったかと思ったんですが、この持ち主の────は、現在───に在住のため、状況がよくわから

なかったようでございます。 

 防府市には、────────────────────────ここに住んでいなかったとい

うことで、そのときの様子を聞いたんですが、今の、法務局の関係では田となっているんですが、

とても田じゃなくて畑のようになっておりましたということでございます。 

 なお、固定資産税の関係はどうなっているかということで、改めてチェックをさせていただいた

んですが、防府市の関係は──────────────────。また、──────────

には最初から載っておりません。畑地ということだと思います。 

 それから、資料の４８ページの、事業計画書の申請地を選定した理由欄に記載のとおり、この企

業にとって利便性、効率性が大変高いと評価されております。 

 それから、定款あるいは資金繰りを、やはり５月１２日に提出されている資料によって確認いた

しましたが、定款上は全く問題なく、また、資金繰りは自己資金で十分賄えるものと判断いたしま

す。それから、ここの企業の年商については、─────────と───より報告をいただいて

おります。 

 なお、資料の５０ページの被害防除計画書では、汚水の排水計画がありますが、水利関係者への

説明がないため、これの対応を────に依頼した結果、５月１２日に───水利組合の────

水利組合長に説明され、５月１６日に同意されたと担当────より連絡がありました。 

 それで、大変恐縮ですが、今、ここにも書いてありませんので、今から繰り返し申しますが、ぜ

ひ御記入ください。 

 説明月日、５月１２日。それから、承諾した日が５月１６日。説明の相手方、これは水利組合名

ですが、───水利組合。職、氏名は、水利組合長、─────────。───────です

ね、────────。─────────。これは、────────という字を書いて、─

──は──────という漢字。これが漏れておりますので、埋めておいていただきたいと思い
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ます。 

 いいですか。次に進みます。 

 この申請農地は第２種農地でありますので、２つの審査基準を必ずクリアしないといけないとい

うことでございます。 

 まず立地基準があります。これは、周辺の他の農地では事業目的を達成することができない場合

はよいという規定があります。 

 次に、一般基準では、これが確実に転用されるかどうかということですが、これもやはりヒアリ

ングなり、企業の財務内容、事業計画、こういったものから見て、特に問題はないと判断いたしま

す。 

 次に、周辺の営農条件に悪影響を与えないかということについては、被害防除計画書の「周辺の

農地の日照、通風等に支障を及ぼさないための措置」として、２に丸をされております。 

 また、先ほど報告いたしましたとおり、地元水利組合に報告し、５月１６日に同意されておりま

すので、特に問題はないものと判断いたします。 

 報告は以上ですが、審査基準はいずれもクリアしているものと地元委員としては判断いたします

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。 

〔「異議なし」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番一括で上程させていただきたいと思います。地元委員さん、説明をお願

いします。 

○１１番  １１番、石田です。本案件でございますが、場所としては──────────、───

にあるところでございます。場所的には、─────の近くになります。 

 本案件は、────のおうちの土地を────に使用貸借するもので、２軒ほど家を建てられる

予定でございます。 

 現地確認に、会長、事務職員と一緒に、５月１３日に行っております。現地に行ったところ、既

に整地された状態になっており、かなり昔からこの状態、埋め立てられた状態であったということ

で、所有者の────にお話を伺ったところ、昔、──────ができる工事のころなので、もう

───────じゃないかと思うんですけど。その当時に、事業をこの方も───をやっておられ
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て、資材置場として埋め立てましたと。それ以降、ずっとこの状態です。なぜかというと、当時、

───、────────があって、そこの──を───でやられていて、ちょっと工事に入りた

いから、ここを資材置場として場所を貸してくれないかということでやられたみたいなんですけど。

その後、結局、───もその仕事をとれずに、農地はそのままになってしまったということで、現

状、埋め立てられたままの状態でございます。始末書はそのときにいただいております。 

 譲り受け人ですけど、両方ともこの所有者の────で、８番の────のほうが、─────

─────────────になります。９番の────さん、こちらは現在、──に、これ、申

請時は──だったみたいですけど、現在は場所を借りられて──に住んでおられるということでし

た。 

 両方とも事業計画書に、譲り渡し人が─────なので、農業の手伝いをすると書いてあるんで

すけど、電話で聞き取りの際に確認したところ、２人とも「そういう耕作があるときには、休みの

日は手伝いをしています。今後もしっかりと手伝っていきたい」ということだったので、「この辺、

宅地化が進んで、なかなか農業をやりにくい環境になりつつあるんですけど、しっかりと手伝って

あげてください」と言ったら、「わかりました」ということでした。事務処理としては違反転用の

件がありますけど、いたし方ないかなと思っております。 

 以上です。皆様方の御審議をお願いいたします。 

○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。 

〔「異議なし」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。 

 ちょっと、５分ぐらい休憩しましょうか。 

午後３時11分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後３時23分再開 

○藤井会長  皆様お揃いですので、再開したいと思います。 

 続きまして、議案第２３号、２４号を一括上程させていただきたいと思います。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２３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。議案集の５ペー
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ジから内容を記載しておりますので、ご覧ください。 

 議案第２３号につきましては、令和２年５月２６日公告予定の利用権設定申請が１３５件提出さ

れております。農地の集積面積は３６万９,４１８.３４ｍ２でございます。内容といたしまして、

使用貸借権の設定が１２３件、賃貸借権の設定が１１件、所有権移転の１件、新規２０件、更新１

０８件、再設定７件となっています。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

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２４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。 

 議案集２６ページから記載しておりますのでご覧ください。 

 議案第２４号につきましては、県で公告予定の利用権設定が２０件になります。内容としまして、

議案第２３号の番号１１６番から１３５番までについて公社から貸付を行うものです。 

 以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○藤井会長  それでは審議に入りたいと思います。御意見がある方、地元委員さんの方で説明が必要

と思われる案件がありましたら言っていただければと思います。何か御意見ございませんか。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、採決に入ります。 

 議案第２３号、２４号を承認いただける方は挙手をお願いします。ありがとうございます。全員

賛成ということで、議案第２３号、２４号可決、承認いたします。 

 続きまして、議案第２５号、事務局説明お願いします。 

○事務局  議案第２５号空き家に付随する農地の下限面積の設定について御説明させていただきます。 

 まず、制度の確認を事務局からしたいと思います。事前にお渡ししています議案と参考資料の１

から６番までをホッチキス止めしたものがあろうかと思います。本日机上にて、机の上に参考資料

７と参考資料５を配付しております。 

 それでは、参考資料の綴りを御用意していただければと思います。おさらいという形ですが、参

考資料１枚めくっていただいて参考資料２になります。農林水産省作成の下限面積要件の資料です。

左のほうに書いてあるのが原則で、農地法第３条第２項第５号で都府県５０ａ以上となっておりま

す。 

 右のほうに書いておりますのが農地法施行規則第１７条。これには１項と２項があります。今、

防府市においては１項を適用しまして大道地域と佐野の一部を除く地域を２０ａ、大道地域と佐野

の一部地区については５０ａ、原則どおりと定めております。 

 また、右の下の第２項を適用しまして、空き家に付随する農地につきましては１ｍ２という形で
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面積の設定はしております。 

 参考資料６につきましては、それに対応する農地法施行規則の関係部分の抜粋になりますので、

後ほど御確認ください。 

 次に、参考資料３を見ていただきまして、こちらが平成３１年４月１７日の月例総会で決定した

内容になります。こちら文章で書いておりますので、要点だけをまとめたものを次の参考資料４と

いう形で作成しておりますので、参考資料４を御確認ください。基本的要件として書いております

が、農業委員さんに主に確認していただく項目につきましては、上から２番目の遊休農地であるこ

と、そして、一番下、下記農地は対象外と書いてあるところの一番下のところにあります集団的営

農に支障があるかどうか、この２点になろうかと思います。ここで、農地付空き家制度の遊休農地

であるかどうかの判断につきまして、他団体から聞き取りしたものを今日お配りした参考資料７で

まとめておりますので、そちらを御確認ください。参考資料７に記載してある上の３つの団体です

が、こちらは国土交通省が先進地として取り上げている団体と聞いております。また、県内でも取

り扱っている団体がありましたので、そちらにも聞いております。 

 この制度の主目的が移住定住の促進や、農地の保全及び有効活用ということもあり、申請地は将

来にわたり耕作される見込みがなければ、利用状況調査の結果とは別に、当該申請地の状況を個別

判断して遊休農地に該当するか否かを決定している、というような状況になります。すなわちこの

制度の本来の趣旨を損なわないように弾力的に運用しているという形になります。この判断につき

ましては、委員の皆様でいろいろ御審議いただければと思いますが、情報としてお伝えしておきま

す。 

 次に参考資料５を見てください。権利移転までの流れを整理しています。この総会で提出されて

いる議案は真ん中より上の手続になりまして、まずは当該農地の下限面積を引き下げる手続きにな

ります。その後、今日承認を受けましたら農地法第３条による手続きが出てくる予定になっており

ます。 

 次に、参考資料１を見てください。このたび空き家に付随する農地の下限面積引下指定の申請が

ありますので、提案するものになります。下段のほうに書いてあるんですが、農地法施行規則第１

７条第１項に該当するものにつきましては、従前どおりの取り扱いとしまして第２項に該当するも

のにつきましてこのたび申請がありました地番を新たに設定区域とするものになります。 

 最後になりますが、総会で了承が得られましたら、結果の告示を行い、申請者に対しては指定さ

れた旨の通知を行います。 

 制度の概要説明は以上になります。 

○藤井会長  では議案第２５号について、農業委員さん説明をお願いします。 

○１番  １番石川です。空き家に付随する農地の下限面積の設定ということで市内では初めてという
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ことでした。議案第２５号は空き家に付随する農地の下限面積の申請です。現地確認を藤井会長、

宇多村小委員長、事務局２名と行いました。また、─────────これ─────なんですが、

───────とヒアリングを行いましたので、その結果を報告します。 

 申請地は───────────────と行った───にあります。また、申請地に隣接した

ところに申請者所有の空き家もあります。申請人は別のところに家を建てて居住しており、申請地

は水がないために耕作できず、自己保全管理の状態です。申請地の──は耕作されていない農地が

たくさんあり、引き受ける担い手はいません。それから、空き家や農地の処分に困っている状況で

─────から今回の紹介があり、空き家に付随する農地の下限面積設定の制度を知り、申請する

こととなりましたとのことです。 

 申請者は──────とおっしゃるんですが、地域では農地を預かって農業をされている割と大

きな農家ですが、この土地については水がこないと作れないため放置状態でした。数年前にパトロ

ールで草を刈ってくださいという話をして、草だけは刈っていただいたという状況です。 

 それでは、許可に関する事項について説明をします。先ほど事務局からありましたが、１つずつ

追って説明をしていきたいと思います。 

 まず、空き家バンクに登録された空き家であることですが、全国の空き家空き地バンクを確認し

たところ、登録されていました。約１反の宅地と家で────と載っていました。それから、次に

遊休農地であることですが、保全管理の状況です。それから、空き家所有者が所有する農地である

という要件ですが、これも──────が所有となっていますので、所有者は同じということです。

次に、防府市に移住するという要件があるんですが、仲介業者に確認したところ───の方がここ

に移住希望であるということを聞いています。それから次に、空き家と農地を同時購入するという

要件がありますが、これも確認したところ同時に購入する予定です。最後に、下限面積設定の対象

外の農地でないことを確認する必要がありますので、対象外かどうかですが、利用権、それから農

地中間管理権が設定されていません。次に、貸借権、地上権、作業受委託等は設定されていません。

国・県・市の補助金の対象でもありません。集団的営農活動に支障がないかというところですが、

実はこの地域は１種農地ですが、その１種農地の一番端っこで非常に荒れているところです。特に、

先ほど言いましたように、担い手預かってくれる人もいないということで集団的営農活動も支障が

ないと思われます。以上により、申請地で下限面積を設定してもよいと地元委員としては考えます。

皆様の審議、よろしくお願いします。 

○藤井会長  説明が終わりましたので、審議に入りたいと思います。 

 ここでもう一度整理しておきたいんですが、先ほど事務局もありましたように設定を受ける条件

として、当該農地が遊休農地であるということと周りの活動に支障がないということの２つを特に

重きをおいて判断していただきたいんですけれども、先ほど別の資料７にありますようにほかの市
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町の遊休農地に関する扱い方というのが手元にあろうかと思いますが、それを参考の上で防府市と

して遊休農地の扱いをどうするのかを含めて御意見をお聞きできればと思いますので、よろしくお

願いします。何か御意見あれば。どうぞ。 

○１１番  １１番石田です。改めてこの資料４の要件を見ながら結構厳しいなと。まともに受け取れ

ばですね。と感じながら見ていました。遊休農地であること、結局私なんかも担い手で泣きつかれ

て作っている田んぼが幾つかあるんですけど、一番下にあるこの集団的営農活動に支障がなければ

それで、本当は赤字なのに受けたくないのに地域が荒れるのは困るからという気持ちで受けている

ようなところは逆に遊休農地扱いにしてもいいんじゃないかと思うくらいなので、永遠に作ってく

れと言われると逆に困りますし、そういった農地は圃場整備でもしない限りは喜んで人が作ってく

れることはないだろうから、と個人的には思いながら見ていました。 

 あとは、仕組のことですけど。その下の空き家の所有者が所有する遊休農地であることというと

ころも特にこだわる必要があるのかなとは思いながら。本当に条件が悪いところがぽつんとあって、

集団営農に支障があるとかないとか、会長が言われているようにメインになるのかなと。面的なこ

とでですね。将来整備しようと思ったときに、ここを取得されたら困るというようなことじゃなけ

れば、個人的にはいいんじゃないかなと思いました。 

 以上です。 

○藤井会長  事務局に確認にしたいんだけれども、空き家との所有者が違う場合が想定されるケース

はあるわけ。それはもう初めから対象外。 

○事務局  そのケースは対象外です。なぜかというと、それを認めてしまうと通常の第３条の申請が

出てきたときに１ｍ２でも取得できるかという形になってくるのと、参考資料６の裏のところに書

いてあるんですけど、あくまで新規就農を促進するために形で、要は住む人と農地がセットという

考え方でこの仕組が動いていると認識していただければと思います。 

○藤井会長  それなら別に所有者と空き家の持ち主が同一でなくても、いいんじゃない。同一じゃな

いといけない理由が何かありますかね。 

○事務局  単純に空き家があってその近くに別の人のＡさんＢさんということですよね。 

○藤井会長  想定は今の段階ではしていないんでしょうが。 

○事務局  そうですね。ただ、現実とすればそういう場所がありそうなところはあるので。ちょっと

そこは調べさせてください。なぜこの仕組みになっているのか。 

○藤井会長  現状、じゃあそれはなしで。 

○事務局  そうですね。基本的というか、よそでやっているのは同一所有者で動いているんですけど。 

○藤井会長  石田委員。 

○１１番  それに関連してなんですけど、今のこの条件、この資料４というやつを事務局から不動産、
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問い合わせがあったというのは出されているような感じなんですかね。この内容は要綱かなんかで

定められているんですかね。どこでどういったので定められているんでしょうかね。 

○事務局  資料３の参考資料３のところでこれが公表している資料になります。こちらが文章で書い

てあるので、書いてあることは同じですけど、参考資料３と４、同じですけど、箇条書きにして、

よりわかりやすくしたというような形です。 

○１１番  だったら特にそれは法で定められたというか、条例とか要綱とかというものじゃないとい

うことですね。内部規定みたいな扱い。 

○事務局  そうですね。あくまで農地法施行規則第１７条第２項にのっとって、防府市農業委員会が

他市の例を参考にして、この基準を定めたと。 

○１１番  じゃあ、防府市の内容がこれよりもうちょっと柔軟にすべきという意見があれば変えるこ

とはいくらでもできるということで。 

○事務局  可能です。あとはそれを文章としてやるのか運用としてやるのかちょっと置いておいて、

変えることは可能です。 

○１１番  はい。承知いたしました。 

○藤井会長  何か御意見ございませんか。ありませんか。 

 私としては、今、石田委員や石川委員も言ったように、現状が遊休農地かどうかということぐら

いですけど、今後耕作される見込みがあるのかどうか、周辺に悪影響を与える可能性がないのかど

うかを基準に個別に判断をしてもらって、委員全体として納得できれば許可を出すべきじゃないか

なというふうに思うんですけれども、皆さんの考えはいかがですか。そのあたりのこと含めて何か

今回の件で御意見があれば。今回の件は私も見に行ったんですけども、１００年ぐらいたつ家です

かね、───────────────────────────、リフォームぐらいしかできな

いんじゃないかと思うんですけど、農地のほう買っていただけるんだという思いでぜひこれは私と

しては何とか購入して農業をやっていただきたいという思いを強くした現状なんですけど。こんな

状況のものは他にもいっぱいあると思うんですよ。事務局にお尋ねしますけど、空き家バンクも防

府市で今何件かというのは把握しているんですかね。 

○事務局  今、９件ほど登録されて、ネットで調べていただければ確認できます。 

○藤井会長  現状でも９件という状況ですので、是非、取引が成立すればいいなと思います。今回の

１回目、何とか形になればというふうに思っています。どうですかね、皆様。 

○１１番  いいですか。 

○藤井会長  どうぞ。 

○１１番  ９件あるんですけど、町なかの物件の何千万とするのが結構多くて。 

○藤井会長  農地付きかを限っていないんですか。 
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○１１番  農地付きだけじゃないんですよね。農地付きのやつはこれだけだったような気がするんで

すね。 

○藤井会長  これだけ。 

○事務局  農地付きの物件はこの１件です。９分の１です。 

○１１番  いいですかね。だからですね、さっき見たこの参考資料４のようなチラシをせっかくこれ

は下限面積下げてくれて売れるかもという状態を持ち主が思ったときに、これ見たらちょっと難し

いかと思うことが多いと思うんですよね。登録時点において、権利設定がされていないとか。まあ、

登録時点においてはこれは解除すればいくらでものれるんですけど、こうやってまともに受け取れ

ばちょっと難しいなと感じると思うので、御不明な点はお気軽にお問合せくださいとかなんか一言

これに加えられるのだったら書いておいてあげたほうが親切なのかなと。条件に引っかかる場合で

もですね。 

○事務局  そこは柔軟に対応したいと思います。あと、今ちょっと──のほうでもお問い合わせがあ

って、またそれもうまくいけば、申請が出ようかと思います。 

○１１番  お願いします。 

○藤井会長  ──の空き家は農地付きなの。 

○事務局  農地付きです。家と同じ大きさぐらいの２４０ｍ２ぐらいの農地。ちょうど家に隣接して

いるので、こちらは本当家庭菜園じゃないですけどいい物件かなと思います。 

○藤井会長  議案に出てきた──の件もちょっと農地が大きいと思ったけど、あれなんかも登録され

ていてもおかしくないようなのが空き家であったですよね。 

○１番  今回の件は──────のほうが紹介に行った。──────に聞いたら、そっちから行っ

たんですかと言ったら、私のほうから説明しましたというような。割とよく理解されている。 

○１１番  そこはここの空き家バンクの側の問題で、周辺市は、私の知る限り全部住民が直接農地付

の家を持っているからと相談に市役所に来られたら、そのまま写真とか撮って情報を載せているん

ですよと。ですけど、防府市の場合はなぜか宅建協会をとおしてきたものしか載せないという運用

をしているので、それ改めるように何回も言っているんですけど、今のところ出来ていない。その

中でこっちの市役所の執行部側が気にしているのは、民業圧迫になったらいけないと言っているの

で、市街化区域と調整区域を分けて考えるべきだと。じゃないと、調整区域の話なんか進むわけな

いでしょうと。儲けにならないのに─────が絡みたくないと思っているのに。ということは今、

執行部とは話しているところです。委員会からもプッシュしていただければと思います。 

○藤井会長  ほかに御意見ないですか。御意見がないようでしたら採決してよろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○藤井会長  それでは、採決します。議案第２５号を承認される方は挙手お願いします。 
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 ありがとうございます。全員賛成ということで議案第２５号は承認させていただきます。 

 この件につきましては、今後３条での届け出をして審査という運びになろうと思いますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 議案審議事項は以上でございます。報告事項が２９から３７号までございます。目を通していた

だいて何かありましたらお願いします。よろしいですか。特に御意見がないようですので、これで

議案審議を終わりたいと思います。 

午後３時54分閉会 

────────────────────────────── 
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