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平成３１年第４回廿日市市農業委員会総会議事録

１．日 時 平成３１年４月５日（金）

午前１０時００分開会 午前１１時５０分閉会

２．場 所 廿日市市総合健康福祉センター（あいプラザ）３階講座室

３．出席委員（農業委員１３名）

（推進委員１２名）

登 宏太郎 岩本 博志 岡村 昭男 吉田 雅子 平尾 和彦

堀田 良昭 土谷 基治 三田 邦男 神鳥 正貴 正木 カズヨ

松井 祥壮 倉本 良夫

４．欠席委員（１名）

５．議事録署名委員

６．会議に出席した委員以外の者

なし

７．服務のため出席した者

８．会議に諮った議題

《審議事項》

⑴ 議案第１１号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画について

⑵ 議案第１２号 農地法第３条の規定による許可申請について

⑶ 議案第１３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について

⑷ 議案第１４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について

⑸ 議案第１５号 非農地証明交付申請について

１番 古川 憲吾 ２番 河井 孝之 ３番 中田 安義

４番 黒田 球貴 ５番 中山 誠治 ６番 岩木 國明

７番 梶原 安行 ８番 岡 真由美 ９番 是佐 惠美子

１０番 木浦 紀幸 １２番 山田 政則 １３番 沖村 弓枝

１４番 河野 義刀

１１番 槇本 健児 推進委員 新竹 睦男

１２番 山田 政則 １番 古川 憲吾

農 業 委 員 会 事 務 局 長 松田 成基

局長補佐 河内 光也

主 事 武田 枝梨加

（佐伯支所） 次 長 佐藤 信治

主 査 西田 昭子

（吉和支所） 次 長 深瀬 喜行

専門員 西本 真

（大野市所） 次 長 木俣 浩明

（宮島支所）

主 査

次長

小林 公明

松本 浩二

主任主事 佃 雅文
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⑹ 議案第１６号 農地法等に基づく処分に係る審査基準等（案）について

《報告事項》

⑴ 報告第 １号 地目変更登記に係る登記官からの照会について

⑵ 報告第 ２号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について

⑶ 報告第 ３号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について

９．その他

（開会 午前１０時００分）

事務局

会長

議長

事務局

初めに河野会長の挨拶の後、会長が議長として議事を進行され

ます。よろしくお願いします。

会長挨拶。

廿日市市農業委員会会議規則第５条の規定により、議長を務め

させていただきます。

それでは、平成３１年第４回廿日市市農業委員会総会を開催い

たします。

まず、本総会の成立を申し上げます。委員総数１４名、本日の

出席委員１３名、欠席委員１名でございます。在任委員の過半数

の委員が出席をされておりますので、農業委員会等に関する法律

第２７条第３項の規定により、本総会は成立をしております。

続いて、議事録署名委員の指名を申し上げます。

廿日市市農業委員会会議規則第２０条第２項の規定によりま

して、１２番の山田委員さん、１番の古川委員さんのご両名にお

願いを申し上げます。

それでは、ただいまから議事に入ります。

議案第１１号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用

集積計画についての議案といたします。

事務局から説明をお願いいたします。

事務局から説明いたします。

議案第１１号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用

集積計画について、ご説明申し上げます。

ここからは、座って説明を申し上げます。よろしくお願いいた

します。

初めに、議案書は３ページ、位置図は１ページをご覧ください。

番号８番、９番は、利用権の設定を受ける者が一緒のため、ま

とめて説明をさせていただきます。

農地の所在は、浅原字下保曽、登記地目は田です。

関係者は、議案記載のとおりです。

面積は２筆で、１，８９９平方メートルで、利用目的は畑です。

公告日から平成３３年３月３１日までの使用貸借の新規設定
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議長

１番委員

議長

議長

を行うものでございます。

いずれも、地区担当委員と事務局職員で現地調査を行い、内容

を精査したところ、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各

要件を満たしております。

以上で、議案第１１号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用

地利用集積計画について、説明を終わります。

ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

事務局の説明が終わりましたので、地元地区担当委員の意見を

お伺いします。

受付８番と９番、古川委員、お願いします。

１番の古川です。番号８と９につきまして、利用権設定を受け

る方が同一人のため、一括してご報告をいたします。３月１５日

に正木推進委員と事務局２名で現地確認を行いました。地図は１

ページでございます。番号８、９ともに、位置図にありますよう

に、隣接した農地でございます。番号８、９の所有者は、姉妹で

ございます。今までも病弱等の理由で、農地を○○さんに貸して

いたということもあり、今回新たに耕作の依頼をされたもので

す。○○さんですが、今回の場所に隣接する農地のほとんどを○

○さんが借り受けて耕作をされています。この度、この農地が加

わることで一体的に活用ができ、規模の拡大が図れるということ

でございます。経営の安定にもつながり、問題等は全くないと思

われますのでご審議のほどよろしくお願いします。以上です。

ただいまの説明について、ご意見、ご質問等があればお願いを

いたします。

以前からの継承ということですが、いかがでしょうか。

意見がないようですので、お諮りします。

議案第１１号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用

集積計画について、承認することに異議ございませんか。

≪委員より異議等なし≫

異議なしと認め、議案第１１号 農業経営基盤強化促進法に基

づく農用地利用集積計画について、承認することに決定をいたし

ます。

それでは、議案第１２号 農地法第３条の規定による許可申請

について議案としますが、番号８２番、８３番については、議席

番号１０番の木浦委員が関係する案件のため、番号５９番、６５

番、６７番を先に審議をさせていただきます。

それでは、事務局から説明をお願いします。
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事務局

議長

土谷推進委員

それでは、説明申し上げます。

議案第１２号 農地法第３条の規定による許可申請について

のうち、番号５９番、６５番、６７番について、説明させていた

だきます。

議案書は５ページ及び６ページ、位置図は２ページから４ペー

ジになります。こちらをご覧ください。

番号５９番、農地の所在は、友田字尾ノ上で、登記地目は田で

す。

関係者は、議案記載のとおりです。

権利の移転理由についてですが、譲渡人は、高齢のため耕作が

困難、譲受人は、現在耕作している農地に隣接し、便利であるた

め経営規模を拡大するものでございます。有償の所有権移転でご

ざいます。

次に、番号６５番、農地の所在は、友田字橋桁、登記地目は畑

です。

関係者は、議案記載のとおりです。

権利の移転理由についてですが、譲渡人は、高齢のため耕作が

困難、譲受人は、経営規模を拡大するもので、有償の所有権移転

でございます。

次に、番号６７番、農地の所在は、上平良字末森、登記地目は

田です。

関係者は、議案記載のとおりです。

権利の移転理由についてですが、譲渡人は、高齢のため耕作が

困難、譲受人は、農業経営を引き継ぐもので生前贈与です。

いずれも、譲受人は、保有する機械等から判断して、農地取得

後も全ての農地を耕作するものと認められ、下限面積１０アール

を超えており、申請地周辺の農地の利用に支障が生じることは考

えられないため、農地法第３条第２項各号には該当せず、許可要

件を満たしています。

以上で、議案第１２号 農地法第３条の規定による許可申請に

ついてのうち、番号５９番、６５番、６７番について、説明を終

わります。

ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

事務局の説明が終わりましたので、地元地区担当委員の意見を

お伺いします。

５９番、６５番、土谷委員、６７番、是佐委員、お願いいたし

ます。

推進委員の土谷です。５９番について説明します。３月１４日

に河井委員、事務局２名で現地確認を行いました。この案件の譲

受人の○○さんは、お寺の住職です。約２年前に、この近辺で太

陽光設置の話があり、太陽光が設置されると周りで農業をするこ

とが困難になるということで、去年、トラクターと耕運機、草刈

り機を購入され、自らが耕作しました。今度は、自分の畑がした
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９番委員

議長

議長

議長

事務局

いと言うことで、整備しなければ、大型機械が入らないため、大

型機械が入れるように今回の農地を買い受け整備し、水稲をした

いと言われていました。本人から説明を受けて、周辺などに何の

影響もなく、農業を継続するということで何ら問題がないと思わ

れますので、ご審議のほどよろしくお願いします。

続いて、６５番について説明します。これも３月１４日に、河

井委員、事務局２名で現地確認を行いました。地図は３ページに

なります。譲受人は、家から農地が近く、経営を拡大するという

ことで買われます。譲渡人は、沿岸部へ出て、長いことこちらに

住んでいません。そのため、譲受人が家から近いということで管

理されていました。周辺農地への影響もなく、何ら問題もないと

思われますので、ご審議のほどよろしくお願いします。

９番、是佐です。３月１４日に登推進委員、事務局で現地調査

を行いました。これは、父から子へ譲られるということで、別に

問題はないと思われますので、ご審議のほどよろしくお願いしま

す。

ありがとうございました。

これについて、ご意見、ご質問等があればお願いをいたします。

ありませんか。

議案第１２号 農地法第３条の規定による許可申請について

のうち、番号５９番、６５番、６７番について、許可することに

異議ございませんか。

≪委員より異議等なし≫

異議なしと認め、議案第１２号 農地法第３条の規定による許

可申請についてのうち、番号５９番、６５番、６７番について、

許可することに決定をいたします。

続いて、議案は同じく１２号でございますが、農地法第３条の

規定による許可申請についてのうち、番号８２番、８３番につい

て、議案としますので、木浦委員のご退席をお願いいたします。

＝木浦委員 退席＝

それでは、事務局から説明をお願いします。

事務局から説明を申し上げます。

議案第１２号 農地法第３条の規定による許可申請について

のうち、番号８２番、８３番について、説明申し上げます。

議案書は６ページ、位置図は５ページ及び６ページをご覧くだ

さい。

番号８２番、農地の所在は、永原字下中組、登記地目は田です。

関係者は、議案記載のとおりです。
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議長

三田推進委員

６番委員

議長

権利の移転理由についてですが、譲渡人は、労力不足により耕

作が困難、譲受人は、現在耕作している農地に隣接し便利である

ため経営規模を拡大するもので、有償の所有権移転でございま

す。

続きまして、番号８３番、農地の所在は、玖島字大沢、登記地

目は田です。

関係者は、議案記載のとおりです。

権利の移転理由についてですが、譲渡人は、労力不足により耕

作が困難、譲受人は、自宅に近く便利であるため経営規模を拡大

するもので、有償の所有権移転でございます。

いずれも、譲受人は、保有する機械等から判断して、農地取得

後も全ての農地を耕作するものと認められ、下限面積１０アール

を超えており、申請地周辺の農地の利用に支障が生じることは考

えられないため、農地法第３条第２項各号には該当せず、許可要

件を満たしています。

以上、議案第１２号 農地法第３条の規定による許可申請につ

いてのうち、番号８２番、８３番について、説明を終わります。

ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

ただいま事務局の説明が終わりましたので、地元地区委員の意

見をお伺いいたします。

８２番、三田委員さん、８３番、岩木委員さん、お願いをいた

します。

推進委員の三田です。説明をいたします。８２番、位置図は５

ページです。３月１４日に河井委員、土谷推進委員と事務局２名

と私の５名で現地調査を行いました。譲渡人は、遠方ということ

で、管理が非常に難しいということです。２地番を譲渡すもので

すが、地図上では１枚になっています。実際は、２つに分筆され

ています。譲受人は、共有ですが、もう1人の譲受人も近くに住

み、農業を行っています。特に問題ないものと考えております。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

６番の岩木です。８３番の説明をいたします。地図は６ページ

です。３月１５日に事務局２名、堀田推進委員、私とで現地確認

を行いました。譲渡人は、遠距離のため耕作が困難であり、譲受

人は、近距離でもあり、現在も水稲栽培を行っていますので、何

ら問題ないと思われますので、ご審議のほどよろしくお願いしま

す。

ありがとうございました。

それでは、これについてご意見、ご質問等があればお願いをい

たします。 ございませんか。

≪委員より異議等なし≫
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議長

議長

議長

事務局

事務局

土谷推進委員

ほかに意見がないようですので、お諮りをします。

議案第１２号 農地法第３条の規定による許可申請について

のうち、番号８２番、８３番について、許可することに異議ござ

いませんか。

≪委員より異議等なし≫

異議なしと認め、議案第１２号 農地法第３条の規定による許

可申請についてのうち、番号８２番、８３番について、許可する

ことに決定をいたします。

それでは、木浦委員、お戻りください。

＝木浦委員 復席＝

それでは続きまして、議案第１３号 農地法第４条第１項の規

定による許可申請について議案といたします。

事務局から説明をお願いいたします。

それでは、説明申し上げます。

議案第１３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に

ついての説明でございます。

議案書は７ページ、位置図は３ページをご覧ください。

番号７８番、農地の所在は、友田字橋桁、第２種農地です。

登記地目は田で、面積は１筆で、２４２平方メートルの申請で

す。

関係者は、議案記載のとおりでございます。

転用理由といたしまして、住宅用地として利用するための申請

で、申請人が農地転用の手続を行わずに宅地として使用していた

もので、始末書が提出されています。

書類審査後、地区担当委員と事務局職員で現地調査を行い、内

容を精査したところ、事業規模から見て適切な面積であり、本件

の許可により、周辺農地への被害や悪影響はないものと認められ

ます。

以上で、議案第１３号 農地法第４条第１項の規定による許可

申請について、説明を終わります。

ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

ただいま、事務局から説明がありました。これについて、地元

地区担当委員の意見をお伺いします。

土谷委員。

推進委員の土谷です。７８番について説明します。３月１４日

に河井委員、事務局２名で現地確認を行いました。位置図は、３

ページです。この農地は、空き家と一緒に、売りに出されていま

した。現地確認に行ったときに、不動産屋の看板が外されていた
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議長

議長

議長

事務局

ので売買が成立したようです。売買の際に、農地転用の手続きが

なされず、農地に家が建っていることが判明したため４条許可と

始末書が提出されました。既に家が建っており仕方がないケース

かと思います。ご審議のほどよろしくお願いします。

ただいま、地元地区担当委員の説明がございました。これにつ

きまして、皆さんのほうからご意見、ご質問等があればお願いを

いたします。

ご意見ありませんか。

≪委員より意見等なし≫

それでは、お諮りします。

議案第１３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に

ついて、許可することに異議ございませんか。

≪委員より異議等なし≫

異議なしと認め、議案第１３号 農地法第４条第１項の規定に

よる許可申請について、許可することに決定をいたします。

議案第１４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に

ついて議案としますが、番号８４番については、議席番号１０番

の木浦委員が関係する案件のため、番号４４番、５０番、７６番、

７７番を先に審議をいたします。

それでは、事務局から説明をお願いいたします。

説明申し上げます。

議案第１４号 農地法第５条１項の規定による許可申請につ

いてのうち、番号４４番、５０番、７６番、７７番について、ご

説明申し上げます。

議案書は８ページ及び９ページ、位置図は７ページから９ペー

ジになります。ご覧ください。

番号４４番、農地の所在は、大野字十郎原の第２種農地です。

登記地目は畑で、面積は１筆で、２５０平方メートルの申請で

す。

関係者は、議案記載のとおりです。

転用理由は、駐車場として利用するための申請でございます。

続きまして、番号５０番、農地の所在は、津田字猪ノ子の第２

種農地です。

登記地目は畑で、面積は１筆で、２６４平方メートルの申請で

す。

関係者は、議案記載のとおりです。

転用理由といたしまして、駐車場として利用するための申請

で、農地転用の手続を行わずに駐車場として使用していたもの

で、譲渡人、譲受人の両名から始末書が提出されています。
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議長

１２番委員

４番委員

続きまして、番号７６番、７７番は、譲受人が一緒のため、ま

とめて説明させていただきます。

農地の所在は、津田字東河本の第２種農地です。

登記地目は田並びに畑で、面積は４筆で、１，５２３平方メー

トルの申請です。

関係者は、議案記載のとおりです。

転用理由は、太陽光発電事業を行うための申請でございます。

この案件は、隣接地で一体利用をするものでございます。

いずれも、書類審査後、地区担当委員と事務局職員で現地調査

を行い、内容を精査しましたところ、事業規模から見て適切な面

積であり、本件の許可により周辺農地への被害や悪影響はないも

のと認められます。

以上で、議案第１４号 農地法第５条第１項の規定による許可

申請についてのうち、番号４４番、５０番、７６番、７７番につ

いて、説明を終わります。

ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

事務局の説明が終わりましたので、地元地区担当委員のご意見

をお伺いいたします。

受付番号４４番は山田委員、５０番、７６番、７７番は黒田委

員、お願いします。

１２番の山田です。４４番について説明いたします。位置図は

７ページです。３月１４日に、吉田委員、事務局で現地確認いた

しました。登記地目は畑になっておりますが、現況は竹が密集し

て、竹やぶになっています。位置図を見たらわかるように、３年

前にも今回の農地に隣接する農地を譲受人が所有し、駐車場とし

て使用しています。今回の申請地とあわせて駐車場の面積を広げ

整備をしたいということでございます。何ら問題はないと思われ

ますので、ご審議のほどよろしくお願いします。

４番の黒田です。５０番、７６番、７７番とも、３月１８日に

会長、松井推進委員、私、事務局の５名で現地確認いたしました。

始めに５０番から説明します。地図は８ページです。駐車場と

して利用するための申請です。既に、整地されて農地以外で利用

されており、始末書が提出されております。

次に７６番、７７番について説明します。

譲受人が同一のため一緒に説明します。位置図は９ページで

す。これは、互いに隣接する農地になっております。太陽光発電

事業を行うということで、工事事業者にも来て頂きました。

この場所は、隣の家の後ろとあまり間隔がありませんし、隣が

田なので、雑草対策についていろいろ話を聞いてみました。工事

事業者曰く、防草シートなどはしないということだったので、協

力をお願いしたのですが、防草シートの代わりに、シルバーセン

ターを利用して草を刈ると説明されました。応書類上は、全て整
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議長

１２番委員

事務局

っています。ただ、隣が田んぼであり、家の後ろとあまりにも近

過ぎるので、隣の家の方とよく話をするようにとお伝えしていま

す。そういう事情ですが、ご審議のほどよろしくお願いします。

ただいま、黒田委員から防草シートの件で、いろいろと話があ

りました。現場で私も一緒に話をしており、年に最低３回は刈る

ようにと話をしました。先ほど黒田委員から説明があった案件で

ございますので、十分な審議をお願いします。

この案件について、皆様からご意見等があればお願いをいたし

ます。ございませんか。

皆さん、いろいろな思いはあるのでしょうが、なかなか難しい

案件ように思います。相手方にも来て頂き現地説明を受けたので

すが、黒田委員の説明のとおりでございます。今回の件に限らず、

心配はございます。

はい、山田委員。

先走って申し訳ないのですが、次の協議の中に、「農地法関係

事務処理ガイドライン」の改正点というのがあります。この改正

点の中に、太陽光の被害防除措置ということで、隣接農地所有者

の同意書を求めることができる旨の記載があります。いつから変

更になったのか、今まで必要でなかったものが、いつから実施さ

れるのか、これから事務局が説明するものと思います。たまたま

次の審議を見たら、そのようなことが書いてあったので、先ほど

の管理の関係で心配があるのなら、この改正がいつからなのかわ

かりませんが、その同意書をもらうことも良いのかなと思いま

す。

今の質問ですが、原則不要ということです。一般的に農地法の

判断は、土地、資金力、一般基準で周りに悪影響を与えないなど

があります。その部分を十分に精査・整理して、農業委員会とし

て必要となれば、提出をお願いするということなのです。

要は、農地を持っている地域の人が農地を手放してしまうため

太陽光になります。うちの農業委員会に限らず、太陽光の申請が

提出されれば審査し、どうするかを考える。農業委員会の反対の

側面からすると、農地を守らなければならない、農地をどうする

か考えなければならない、相反するところがあります。農地は農

地として、地域で守っていけば太陽光にはならないということだ

と思います。

近所で、高齢で農業ができず休耕田になっていて、誰にも相談

せず、出来ず、自分一人の判断で売ってしまう。隣には家があっ

て、その農地が太陽光になれば夏はすごく暑い照り返しが行くよ

うなことになる。それは農地だけの問題ではなくて、地域で農地

をどうするかというところに戻ってくることだと思います。例え

同意書を取ったとしても、実際に草刈りなどの管理は、どうなる

のかわからないと思います。
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４番委員

事務局

委員

事務局

委員

事務局

委員

その辺をもう数年前から言っていると思いますが、地域の皆さ

んと一緒になって考えていただきたいと思います。まずは自分の

地域から太陽光ではなく農地は農地として守っていく、個人の所

有権が絡むことで非常に難しい問題だと思いますが、皆で地域の

ことを考えていかざるを得ないと思っています。

太陽光の転用については、過去にもいろいろな意見があった

し、委員会でも審議しています。様々な条件を付したり、確認を

行ってきたという経緯もあります。局長が言ったのは、地域での

話し合い、どのように農地を守るのか、やむを得ない場合には、

こういう理由で農地以外に転用するのでご理解くださいなど、地

域との話し合いが必要ということです。また、地域に農家の方ば

かりでなく、農家以外の方が多い地域もあり、そこの調整が難し

いのでしょう。この太陽光ですが、これからも高齢で農地の維持

管理ができないということで申請が出てくるものと思います。

この件について、地元委員が説明されましたが、他に意見はご

ざいませんか。

黒田委員。

太陽光の件ですが、防草関係もやるということで申請を受付て

許可になるかと思います。丁寧にその周辺を常にきれいにしてい

る場所もあります。申請の時、防草関係は、しっかり整備すると

いうことですが、管理不十分で隣に迷惑がかかりそうに思う場所

もあるのですが、結果的に許可後、どの範囲まで関わっていいも

のか、いかがでしょうか。その当たりを考えながら、現地確認を

しています。

先ほどお話ししましたように、基本的に農地を転用するときに

は、周りの農地への影響、資金力のこと、転用可能な農地かなど

を確認することになります。許可を出したのが農業委員会という

意見もあると思いますが、その後の追跡は難しいのではと考えて

います。

太陽光の管轄はどこになるのですか。

太陽光は資源エネルギー庁です。

今、言われたように、農業委員会から手が離れているから、難

しいということを言われましたが、周辺の農地にどのような影響

があったかということは調べることはできるのではないですか。

はい。それは、可能と考えます。

どういう形であれ調べてみたほうが良いのではないですか。既

に土地自体は、手が離れているのですが、今後の転用のなかで、
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議長

議長

事務局

何か参考にならないのでしょうか。

例えば、その太陽光で陰になり、作物の生育が悪いとか、草が

管理されず迷惑しているとかいうのを調べます。ある程度調べれ

ば、農地にどのくらい影響を受けるのか分かります。

それは農業委員会がこの４条、５条で太陽光を転用許可した時

点において、どれだけ農業に支障があるのか、そこに住んでいる

地元の農業委員が見ればわかると思います。

太陽光設置を農地に許可する場合、国の政策上、再生エネルギ

ーに重点を置いているのかとも思います。先般も関係する部局で

話をしたときに、市で独自の何らかの条例制定に向けて動くこと

もあろうし、県農業会議や就農営農会へ上議するということもあ

るということです。

農業への影響というよりも、再生エネルギーのほうに重きを置

いているかもしれませんが、そこは廿日市市として何らか考える

必要があるのかもしれません。今までなかったのに、朝起きたら

家の目の前に太陽光があるなど、それは差し向き農業には関係な

いかもしれませんが、何かしら言われる方もいるわけです。それ

を農業委員会の中で、許可必要案件で、書類と条件が整えば、許

可を拒むことはできません。同様のことは、県も国も言っており

ます。そういう状況を事務局長、農林水産課長、環境産業関係の

部局と話をしながら、真剣に考えなくてはならない時がきている

かもしれませんし、多くの課題があるように思います。

以上ですが、この案件について、ほかにご意見がありませんか。

意見がないようですので、お諮りをします。

議案第１４号 農地法第５条第１項の規定による許可につい

て、番号４４番、５０番、７６番、７７番について、許可するこ

とに異議ございませんか。

≪委員より異議等なし≫

異議なしと認め、議案第１４号 農地法第５条第１項の規定に

よる許可申請についてのうち、番号４４番、５０番、７６番、７

７番について、許可することに決定をいたします。

議案第１４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に

ついてのうち、番号８４番について、議案としますので、木浦委

員、退席をお願いいたします。

＝木浦委員 退席＝

それでは、事務局から説明をお願いいたします。

それでは、説明を申し上げます。

議案第１４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に
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４番委員

議長

議長

ついてのうち、番号８４番について、説明させていただきます。

議案書は９ページ、位置図は１０ページをご覧ください。

番号８４番、農地の所在は、津田字迫口の第２種農地でござい

ます。

登記地目は畑、面積は１筆で、１３平方メートルの申請でござ

います。

関係者は、議案記載のとおりです。

転用理由といたしまして、宅地の拡張のための申請で、農地転

用の手続を行わずに宅地として使用していたもので、譲渡人、譲

受人の両名から顛末書が提出されております。

書類審査後、地区担当委員と事務局職員で現地調査を行い、内

容を精査しましたところ、事業規模から見て適切な面積であり、

本件の許可により周辺農地への被害や悪影響はないものと認め

られます。

以上で、議案第１４号 農地法第５条第１項の規定による許可

申請についてのうち、番号８４番について、説明を終わります。

ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

事務局の説明が終わりましたので、地元地区担当委員の意見を

お伺いします。

黒田委員、お願いします。

４番の黒田です。３月１８日に会長、松井推進委員、私、事務

局の５名で現地確認を行いましたので、説明します。既に宅地の

一部として使われており、かなり以前からのことで、顛末書が提

出されております。現状を考慮すると致し方ないことと思われま

す。そのような状況を踏まえ、ご審議のほどよろしくお願いしま

す。

ただいまの説明について、皆さんからの意見、御質問を伺いま

す。何かありませんか。

意見がないようですのでお諮りをします。

議案第１４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に

ついてのうち、番号８４番について、許可することに異議はござ

いませんか。

≪委員より異議等なし≫

異議なしと認め、議案第１４号 農地法第５条第１項の規定に

よる許可申請についてのうち、番号８４番について、許可するこ

とに決定をいたします。

木浦委員さん、席へお戻りください。

＝木浦委員 復席＝
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事務局

議長

１２番委員

議長

続きまして、議案第１５号 非農地証明交付申請について、議

案とします。

事務局から説明をお願いいたします。

説明申し上げます。

議案第１５号 非農地証明交付申請について、ご説明させてい

ただきます。

議案書は１０ページ、位置図は１１ページをご覧ください。

議案と一緒にお送りした議案第１５号資料①もあわせてくだ

さい。

番号４８番、農地の所在は、大野原一丁目の第２種農地でござ

います。

登記地目は、田並びに畑、面積は４筆で、１，４２８平方メー

トルでございます。

関係者は、議案記載のとおりでございます。

書類審査後、地区担当委員と事務局職員で現地調査を行い、内

容を精査したところ、現地は自然かい廃した土地で森林の様相を

呈しているなど、農地に復元するための物理的な条件整備が著し

く困難な土地であると認められました。農地法に関する各種証明

事務取扱ガイドラインの農地法第２条第１項の「農地」に該当す

るか否かの判断基準を準用し、非農地である旨の証明は可能と考

えております。

以上で、議案第１５号 非農地証明交付申請についてのご説明

を終わります。

ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

事務局の説明が終わりましたので、地元地区担当委員の意見を

お伺いします。

受付番号４８番を山田委員、お願いします。

４８番を説明いたします。地図は１１ページ、それと、別紙に

確認の写真があります。３月１４日に、吉田推進委員、それから

事務局で現地を確認しました。家の周りは、木に覆われ森林化し

ております。その土地にある家も長期間使われておらず、もう倒

壊を待つというような状況であります。写真を見てもわかるよう

に、今さら農地に回復するというのは非常に難しいという状況で

す。長期間に渡り、耕作放棄地として、その周りも何もされなか

ったということも原因の一つでもあるかと思うのですが、もう復

興させることは非常に難しいと思われます。非農地扱いにするの

が妥当と考えます。ご審議のほどよろしくお願いします。以上で

す。

ただいまの説明について、ご意見、ご質問等があればお願いを

いたします。

河井委員。
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２番委員

事務局

２番委員

議長

議長

事務局

非農地後、この場所はどうするのでしょうか。結構、広いです。

非農地になっても、もう山でしょうね。

活用方法について、事務局はいかがですか。

非農地証明なので、山林ということで申請を受けています。

はい、わかりました。

ほかにありませんか。

意見がないようですので、お諮りをします。

議案第１５号 非農地証明交付申請について、非農地である旨

を証明することに異議ございませんか。

≪委員より異議等なし≫

異議なしと認め、議案第１５号 非農地証明交付申請につい

て、非農地である旨を証明することに決定をいたします。

続いて、議案第１６号 農地法等に基づく処分に係る審査基準

等（案）について、議案とします。

事務局から説明をお願いします。

説明いたします。

議案第１６号 農地法等に基づく処分に係る審査基準等（案）

について、説明させていただきます。

この審査基準等（案）についてですけれども、今後のスケジュ

ールですが、本日の総会で審議をしていただき、結果、承認を得

ることができれば、公告をさせていただければと考えておりま

す。

今回、県により農地法関係事務処理ガイドラインが改正されま

した。その改正結果を受けて、これまでどおり県の審査基準に準

じて改正しようとするものでございます。

議案書は１１ページになります。１１ページをご覧ください。

あわせて別紙、議案第１６号資料①、Ａ４一枚ですけども、農地

法関連事務処理ガイドラインの改正点等についてあわせてご覧

ください。

その中に、今回の変更項目並びに変更内容を明記してありま

す。

太陽光発電の設置に係る被害防除の措置（特に排水関係）の妥

当性の確認方法などについて、ガイドラインのほうに明記されて

おります。

変更項目、変更内容につきましては、資料の新旧対照表に明記

されているとおりでございます。

以上で、議案第１６号 農地法等に基づく処分に係る審査基準
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議長

議長

事務局

議長

１２番委員

議長

事務局

等（案）について、説明を終わります。

ご審議のほどよろしくお願いを申し上げます。

ただいま、事務局から説明がありましたが、説明というところ

まで至っておりませんが、まだ皆さんの委員各位がこの資料を見

て、読んで、これについてご質問等があればお願いをいたします。

改めて説明をお願いします。

概要はそこの改正点に書いてあるとおりで、農作物高度化施設

について、今回の法改正で農地にコンクリートなどを張っても大

丈夫なように改正され、併せて申請様式等が変わっております。

あと、一団の農地について、具体的にこの資料には示されてい

ませんが、県が一団の農地をどのように考えているかということ

が記載されています。

それと、今回の災害の関係で被災された農地の非農地証明の書

き方等について、ガイドラインが改正されております。

主に変更項目について局長からあらましがありましたが、以上

のような改正があるということでございます。

これにつきまして、ご意見、ご質問等があれば、お願いをいた

します。ございませんか。

この資料の上に書いてある太陽光のことで、「隣接農地所有者

の同意書」という表現があり、同意書をもらうことが可能になっ

たということですが、雑草がどうか、隣がどうかとなった時に、

同意書いうか、何かそのようなものを考えてみてもいいのではな

いかという気がしたので、さきほど話しをしたのです。この資料

を見たら、時期は３月からなので、今からでも提出ということは

出来ないのでしょうか。

先ほど議案絡みでありましたが、私の個人的意見としては、申

請を受けるときに、周辺に家や農地などがある場合には、両者納

得のもと、転用される事業主、事業者は、同意書を添付するとい

うことを義務づけるぐらいのほうがいいようにも思いますが、こ

れはあくまでも原則不要ということです。

事務局とまた話をしますが、協力を求めるという考え方で対応

してもいいかと思います。

併せて、この資料にはありませんが、防草シートについても事

業者に協力のお願いは言ってもよいのではと私は思っておりま

す。

同意書の件については、県に確認させてもらいます。
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議長

委員

事務局

委員

事務局

委員

事務局

議長

議長

事務局

ほかにございませんか。

はい。

農作物栽培高度化施設というのは、どの程度のものをいうので

すか。

具体的にはないのですけれど、今まではビニールハウスをする

のに下を土にしないと転用が出来なかったものが、今回から下を

コンクリートにしても転用がかからないようなになっています。

具体例は、国のマニュアルに載っていたと思うので、また必要

であれば後日お渡しします。

要するに下をコンクリーにした場合、農地ではなくなったが、

今回からは、そのまま農地でもよいということか。

はい、そうです。

雨除けハウスみたいなものでもいいのか、それともしっかりと

したハウスということか。

今までは、上はしっかりとしたものを作っても、下が土だった

らよかったものを、土でなくてもコンクリートでも農地として認

めますということです。

ほかにありますか。

意見がないようですので、お諮りします。

議案第１６号 農地法等に基づく処分に係る審査基準等につ

いて、決定することに異議ございませんか。

異議なしですか。よろしいでしょうか。

≪委員より異議等なし≫

異議なしと認め、議案第１６号 農地法等に基づく処分に係る

審査基準等について決定をいたします。

続いて、報告事項に入ります。

報告第１号 地目変更登記に係る登記官からの照会について、

報告します。

事務局から説明をお願いします。

それでは、報告をいたします。

報告第１号 地目変更登記に係る登記官からの照会について、

報告をさせていただきます。

議案書は１２ページ、位置図１２ページをそれぞれご覧くださ

い。

番号５４番についてですが、広島法務局廿日市支局の登記官か
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議長

事務局

議長

議長

ら照会があったものでございます。

過去に転用許可等があり、非農地として処理する旨を回答いた

しました。

以上で、報告第１号 地目変更登記に係る登記官からの照会に

ついて、報告を終わらせていただきます。

事務局の説明が終わりました。これにつきまして、質疑等があ

ればお願いをいたします。

ございませんか。

質疑がないようですので、報告第１号 地目変更登記に係る登

記官からの照会について、報告を終わります。

続きまして、報告第２号 農地法第４条第１項第７号の規定に

よる届出について、報告します。

事務局から説明をお願いします。

それでは、報告をさせていただきます。

報告第２号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出に

ついて、説明させていただきます。

議案書は１３ページ及び１４ページ、位置図は１２ページから

１５ページです。資料をご覧ください。

今月の報告は、平成３１年２月１３日から平成３１年３月１１

日までに受理した４件でございます。

その中で番号４３番、４６番、５２番、５５番については、始

末書が提出されております。

いずれも、書類審査後、地区担当委員と事務局職員で現地調査

を行い、内容を精査しましたところ、適法であると認めましたの

で、農地法に係る事務処理要領により、事務局長が専決処理を行

い、受理通知書を交付したところでございます。

以上で、報告第２号 農地法第４条第１項第７号の規定による

届出について、説明を終わらせていただきます。

事務局の説明が終わりましたので、これについて、質疑等があ

ればお願いをいたします。

ございませんか。

≪委員より質疑等なし≫

質疑がないようですので、お諮りをいたします。

報告第２号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出に

ついて、報告を終わります。

続きまして、報告第３号 農地法第５条第１項第６号の規定に

よる届出について、報告をします。

事務局から説明をお願いいたします。
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（閉会 午前１１時５０分）

以上のとおり会議の顛末を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名

する。

令和元年５月１０日

議事録署名者

廿日市市農業委員会会長（議長）

廿日市市農業委員会委員（１番委員）

廿日市市農業委員会委員（１２番委員）

事務局

議長

それでは、報告させていただきます。

報告第３号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出に

ついて、説明をさせていただきます。

議案書は１５ページ及び１６ページ、位置図は１５ページから

１８ページをご覧ください。

今月の報告ですけれども、平成３１年２月１３日から平成３１

年３月３１日までに受理した４件でございます。

番号３３番については、過去に転用届出済みでございます。

番号５１番については、顛末書が提出されております。

いずれも書類審査後、地区担当委員と事務局職員で現地調査を

行い、内容を精査しましたところ適法であると認めましたので、

農地法に係る事務処理要領により、事務局長が専決処理を行い、

受理通知書を交付したところでございます。

以上で、報告第３号 農地法第５条第１項第６号の規定による

届けについて、説明を終わらせていただきます。

事務局の説明が終わりましたので、これについての質疑等があ

ればお願いをいたします。

ございませんか。

質疑がないようですので、報告第３号 農地法第５条第１項第

６号の規定による届出について、報告を終わります。

以上で、議事を終わります。

委員の皆様には慎重にご審議頂きありがとうございました。

次回の第１回農業委員会総会は、５月１０日（金）午後３時から

廿日市市役所７階の会議室で行います。


