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平成２９年１月２６日神山町農業委員会を

神山町役場すだち（２０１）において開催

・出席委員は次のとおり（１７人）

１番 佐々木 善兼 ２番 田中 久博 ３番 竹本 公三

４番 上杉 茂市 ５番 相原 利章 ６番 中西 隆子

８番 森 昌槻 ９番 森本 孝夫 10番 阿部 銀一郎

11番 原田 正信 12番 河野 博行 13番 森 三千子

14番 渡邊 弘幸 15番 岡本 幸子 16番 上田 一夫

17番 田中 一重 18番 粟飯原充志

・欠席委員 ７番 新居 榮二

・本会議に出席した職員は次のとおり

事務局長 相原 英夫 次長 滝上 博文 業務員 藤井 康弘

１．開会

局長

「それでは、定刻が参りましたので農業委員会を開会していただきたいと思います。

本日は、７番新居委員さんより欠席の連絡がありましたので報告させて頂きます。

１８名中１７名の方にご参加頂いており、定数に足しておりますので総会が成り立

っておりますことをご報告させていただきます。また、本日は後藤町長、大野副町

長ともに公務のため、欠席との連絡がありましたのでご報告させていただきます。

それでは、粟飯原会長よりご挨拶を申し上げます。」

（粟飯原会長挨拶）

局長

「ありがとうございました。これからは神山町農業委員会会議規則第５条により、

粟飯原会長に議長を務めて頂き、議事進行をよろしくお願いいたします。」

２．開会宣言

会長

「それではただいまから、神山町農業委員会を開会いたします。」

（午後１時３５分）

３．議事日程報告

議長

「それでは本日の議事日程を報告いたします。本日の会議の議事日程はお配りして

ある議事日程表のとおりでございます。」
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日程第１ 議事録署名委員の指名について

日程第２ 議案第１号 非農地証明願について

日程第３ 議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について

日程第４ 議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について

日程第５ 議案第４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

日程第６ その他について

議長

「それでは只今より議事に入らせていただきます。」

４．議事録署名者指名

議長

「神山町農業委員会会議規則第１８条により議事録署名者を指名いたします。１番

佐々木委員さん、２番田中久博委員さんにお願いいたします。なお、本日の会議書

記には事務局職員の滝上次長を指名いたします。」

５. 議案第１号について

議長

「議案第１号非農地証明願いについてを議題とします。それでは、事務局長に議案

の朗読をお願いいたします。」

局長

「議案書の３ページをご覧ください。」

（議案朗読）

議長

「ありがとうございました。それでは、事務局より受付番号１番について説明をお

願いいたします。」

局長

「それでは、説明をいたします。本件の申請者●●●●さんの農地について、この

農地の相続人であることが平成２７年に判明し相続が完了したのですが、既に山林

化しているため相談があり、農業委員会が地目変更をするように指導し、農振除外

を経て、非農地証明願での申請となりました。４ページに申請地の謄本を添付して

おります。内容は特に問題はありません。申請地の場所についてですが、５ページ

に位置図、６ページに公図を添付しております。申請地は●●字●●で●●●●の

北西に●●●●●を越えて約●●●ｍの山中に位置しています。７ページは現況写

真を添付しており既に山林化していることが確認できます。８ページに非農地化を

裏付ける資料として杉の切株の写真を添付しております。申請地が２０年以上非農

地化していることが確認できます。９ページには始末書を添付しています。受付番

号１番の説明は以上です。」
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議長

「ただいまの説明に関連して、担当委員の４番上杉委員さんから、現地調査の結果

ならびに補足説明をお願いいたします。」

上杉委員

「この場所は●●の部落の裏に、●●さんの裏でございます。もうこれは、既に何

十年っていうぐらい空き家になっとって、この前、家は昨年全部壊したんでござい

ます。そのとこに、昔、書いてあるとおりでございますが、もう山林、誰も作る人

もおらんし、山林化になっております。別に、●●さんが耕作している畑もこの人

のでございますが、●●さんがすだちを作っておるわけでございますが、このすだ

ちに対してはなんの差し支えもございませんので、よろしくお願いいたします。」

議長

「ありがとうございました。続いて受付番号２番について事務局から説明をお願い

たします。」

局長

「それでは、説明をいたします。本件は申請者の●●●さんから、耕作できない地

形にある農地の地目変更の相談があり、農振除外を経て今回の非農地証明願での申

請となりました。１０ページに申請地の謄本を添付しております。内容は特に問題

はありません。申請地の場所についてですが、１１ページに位置図、１２ページに

公図を添付しております。申請地は●●●●●●●沿いで、●●の●●●●さん宅

の南側の県道沿いに位置しています。１３ページは現況写真を添付しています。１

４ページと１５ページには非農地化を裏付ける資料として昭和６０年１月２１日以

前に撮影された航空写真を添付しております。１６ページには始末書を添付してい

ます。受付番号２番の説明は以上です。」

議長

「ただいまの説明に関連して、担当委員の４番上杉委員さんから、現地調査の結果

ならびに補足説明をお願いいたします。」

上杉委員

「先日、相原さんと滝上さんと私で、これも現地確認いたしました。●さんも加わ

りまして、前にも見たんでございますが、これは●●のちょうど●●●からちょっ

と奥行ったところの道の端っ側で、前、●さんの屋敷が有ったとこが拡張になった

ために、●さんの畑がようけあったんですが、その分がほとんど道路になりまして、

下に三角のようにちょっと残った訳でございます。そこでございますが、もう何も

植えれるような、荒れております。その下にすぐに●●●●さんの●●が有るんで

ございますが、別にほっといても、別にかまわないようなもんでございますが、草

は●●さんの●●さんが生えたら刈ってくれるような状態でございますので、別に

問題ないと思います。よろしくお願いいたします。」

議長

「ありがとうございました。ただいま議案第１号について説明、意見をいただきま
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した。ご質疑ありませんか。」

（質疑なしの声）

議長

「質疑ありませんので、議案第１号は原案どおり決するに異議ありませんか。」

（異議なしの声）

議長

「異議がないので、議案第１号非農地証明願いによる許可申請について受付番号１、

２番は原案のとおり決しました。」

６. 議案第２号について

議長

「議案第２号農地法第４条の規定による許可申請についてを議題とします。事務局

長に議案の朗読をお願いいたします。」

局長

「議案書の１７ページをご覧ください。」

（議案朗読）

議長

「ありがとうございました。それでは、事務局より受付番号１番について説明をお

願いいたします。」

局長

「それでは、説明をいたします。本件の申請者の●●●●●さんが田を山林に地目

変更する案件です。１８ページに申請地の謄本を添付しております。内容は特に問

題はありません。申請地の場所についてですが、１９ページに位置図、２０ページ

に公図を添付しております。申請地は●●●字●●●で●●●●●の中に位置して

います。２１ページは現況写真を添付しております。申請地は既に桜が植えられて

いることが確認できます。２２ページをご覧ください。●●●さんの土地利用計画

書を添付しておりますので、内容を説明させて頂きます。１の申請地の所在等につ

いては先に説明したとおりです。２の申請地を選んだ理由は、桜の植栽地として適

しているためです。３の転用計画の概要についてですが、桜を２０本植栽していま

す。４と５については特にありません。２３ページは土地利用計画図を添付してい

ます。２４ページは既に桜が植えられているため、始末書を添付しています。受付

番号１番の説明は以上です。

議長

「ありがとうございました。ただいまの説明に関連して、担当委員の１番佐々木委

員さんから、現地調査の結果ならびに補足説明をお願いいたします。」

佐々木委員

「番号１番について説明させて頂きます。桜を植えてもう７，８年になるんやけど、

もう大きいなって周辺はグルリっとほとんど縁は山林ですが、異議はないと思いま
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すので、そこのところ委員さん、よろしくお願いいたします。」

議長

「ありがとうございました。ただいま議案第２号について説明、意見をいただきま

した。ご質疑ありませんか。」

（質疑なしの声）

議長

「質疑ありませんので、議案第２号は原案どおり決するに異議ありませんか。」

（異議なしの声）

議長

「異議がないので、議案第２号農地法第４条の規定による許可申請についての受付

番号１番は原案のとおり許可相当とし、県知事に意見書を送付いたします。」

７．議案第３号について

議長

「議案第３号農地法第５条の規定による許可申請についてを議題とします。事務局

長に議案の朗読をお願いいたします。」

局長

「議案書の２５ページをご覧ください。」

（議案朗読）

議長

「ありがとうございました。それでは、事務局より受付番号１番について説明をお

願いいたします。」

局長

「それでは、説明をいたします。本件は譲渡人●●●●さん、譲受人●●●●●さ

んで、畑を駐車場に転用するものです。２６ページをご覧下さい。申請地の謄本を

添付しております。所有者等特に問題はありません。２７ページには位置図、２８

ページに公図を添付しています。申請地は●●●字●●●で、●●●●●橋と●●

●●●●に位置しています。２９ページに現況写真を添付しております。申請地は

現在は竹林となっています。３０ページに事業計画書を添付しております。１の申

請地の所在等については先に説明したとおりです。２の申請地を選んだ理由は、●

●●●●に近く、県道とも高低差が少なく進入しやすく、平坦な土地でほとんど整

地しなくてもよいためです。３の転用計画の概要についてですが、現在竹林となっ

ているため、竹を伐採し、再生クラッシャーを敷き駐車場として利用します。排水

については、雨水のため自然浸透いたします。４と５については特にありません。

３１ページに駐車場予定地略図を添付しております。３２ページに造成の見積書、

３３ページに●●●●●の残高証明書を添付しています。事業以上の残高が確認で

きますので問題はないと思います。３４ページは、農地が竹林化していることから、

現所有者の●●さんに始末書を提出させています。受付番号１番の説明は以上です。
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議長

「ただいまの説明に関連して、担当委員の１番佐々木委員さんから、現地調査の結

果ならびに補足説明をお願いいたします。」

佐々木委員

「説明いたします。さきほど説明した桜の時期にちょうどお客さんが来た時に、駐

車場がないけんていうわけで、●●の●●さんがうちの土地にでも駐車場作ったは、

と言うようになって駐車場を一応作るような計画しとんやけど、まだ工事にはかか

っとらんのやけんど、また直々に桜の時期が来るけん、そろそろ駐車場の準備をせ

なあかんなと思いよんやけど、責任持った人が忙しいけんできんけんっていうて、

今の所ようせんのやけんど、もう近いうちにかかろうと思っとりますんで、そうい

うことでございますんで、よろしくお願いいたします。」

議長

「ありがとうございました。続きまして、事務局より受付番号２番について説明を

お願いいたします。」

局長

「それでは、説明をいたします。本件は譲渡人●●●●さん、譲受人●●●●さん

で、宅地に転用するものです。３５ページをご覧下さい。申請地の謄本を添付して

おります。所有者等特に問題はありません。３６ページには位置図、３７ページに

公図を添付しています。申請地は●●字●で、●●●●の●●に約１００ｍに位置

しています。３８ページに現況写真を添付しております。申請地は現在は田として

管理されています。３９ページに事業計画書を添付しております。１の申請地の所

在等については先に説明したとおりです。２の申請地を選んだ理由は、●●さんの

実家にも程近く、主要幹線道路へのアクセスも良好でるためです。３の転用計画の

概要についてですが、土の流出を防止し、隣接地や作物等に被害を及ぼさないよう

にし、取水は申請地西側の既存本管から引き込みます。また排水については敷地内

に合併浄化槽を設置し、西側既設側溝へ排水します。４と５については特にありま

せん。４０ページに土地利用計画図、４１ページに断面図、４２ページに平面図、

４３ページに測量図を添付しております。４４ページと４５ページには居宅の設計

図を添付しています。４６ページから４９ページに居宅と造成の見積書、５０ペー

ジに●●●●の残高証明書と５１ページは●●●●の融資証明書を添付しています。

事業以上の資金が確認できますので問題はないと思います。５２ページは、被害防

除措置の概要を添付しています。受付番号２番の説明は以上です。」

議長

「ただいまの説明に関連して、担当委員の２番田中久博委員さんから、現地調査の

結果ならびに補足説明をお願いいたします。」

田中（久）委員

「それでは補足説明をさせていただきます。該当地は、●●さんの自宅の西側から

国道から３０ｍ弱入った所に住宅地の好適地ではなかろうかなと思います。この土



- 7 -

地に平屋で住宅を建てるということで、となりの添いの田んぼしよる人からも同意

を頂いておるということでございます。問題ないと思われますのでよろしくお願い

いたします。」

議長

「ありがとうございました。ただいま議案第３号について説明、意見をいただきま

した。ご質疑ありませんか。」

（質疑なしの声）

議長「

質疑ありませんので、議案第３号は原案どおり決するに異議ありませんか。」

（異議なしの声）

議長

「異議がないということですので、議案第３号農地法第５条の規定による許可申請

についての受付番号１番、２番は原案のとおり許可相当とし、県知事に意見書を送

付いたします。」

８．議案第４号について

議長

「議案第４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を議題とします。それでは、事務局長に議案の朗読、説明をお

願いいたします。」

局長

「議案書５３ページをご覧下さい。（議案内容を朗読）」

局長

「議案書の５４ページ、５５ページをご覧下さい。

（内容について朗読）

それでは新規案件についてのみ、補足説明をさせて頂きます。

番号３６について説明をいたします。借人の●●●●●さんの世帯の世帯員は●

名で●名が農業に従事しています。年間の農業従事日数は●●●日です。農機具の

所有状況は軽トラック●台、動噴●台、トラクター●台、運搬機●台、うね立て機

●台です。

続きまして番号３７について説明をいたします。借人の●●●●さんの世帯の構

成員は●名で●名が農業に従事しています。年間の農業従事日数は●●●日です。

農機具の所有状況は動噴●台、コマメ●台、草刈り機●台です。

続きまして番号３８について説明をいたします。借人の●●●さんの世帯の構成

員は●名で●名が農業に従事しています。年間の農業従事日数は●●●日です。農

機具の所有状況はトラクター●台、コンバイン●台、田植え機●台、乾燥機●台、

もみすり機●台です。

続きまして番号３９番について説明をいたします。借人の●●●●さんの世帯の
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構成員は●名で●名が農業に従事しています。年間の農業従事日数は●●●日です。

農機具の所有状況はトラクター●台、耕運機●台、動噴●台、トップカー●台、軽

トラック●台です。

続きまして番号４０番について説明をいたします。借人の●●●さんの世帯の構

成員は●名で●名が農業に従事しています。年間の農業従事日数は●●●日です。

農機具の所有状況はトラクター●台、コンバイン●台、運搬機●台、刈払い機●台、

動噴●台、散布機●台、田植機●台です。

続きまして番号４１番について説明をいたします。借人の●●●●さんの世帯の

構成員は●名で●名が農業に従事しています。年間の農業従事日数は●●●日です。

農機具の所有状況は田植機●台、コンバイン●台です。

議長

「ただいま議案第４号について説明をいただきました。議案第４号について、ご質

疑ありませんか。」

（質疑なしの声）

議長

「質疑がないようでありますので、議案第４号は原案どおり決するに異議ありませ

んか。」

（異議なしの声）

議長

「異議がないので議案第４号の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は原案どおり決定し、町長に答申することに決しました。

９． その他について

・農業者年金加入ＰＲ放送について

・農業委員と農地利用最適化推進委員の募集関係について

議長 ｢以上をもちまして、本日の議題を全部終了いたしましたので閉会いたしま

す。」

（閉会時刻 午後２時４０分）
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神山町農業委員会
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