
- 1 -

平成２８年第８回美祢市農業委員会総会議事録

１ 日 時 平成２８年８月１７日（水） 午後３時４０分

２ 場 所 美祢市勤労青少年ホーム ２階 大会議室

３ 出 席 委 員 議長 山本 正二 １番 永冨 典雄 ２番 野村 久幸

３番 藤井 英雄 ４番 野尻 渉

６番 安部 好惠 ７番 馬屋原 眞一

９番 三好 堯 １０番 俵 薰 １１番 平嶋 康秀

１３番 大野 龍男 １４番 田口 幸雄

１５番 松原 正晴 １６番 石田 健治郎 １７番 中島 紘一

１８番 井上 道雄 １９番 田中 剛二 ２０番 阿座上 五六

２１番 原田 一馬 ２２番 ２３番 井町 哲

２４番 鮎川 幸彦 ２５番 篠田 巧 ２６番 岸 英法

２７番 三戸 勲 ２９番 中野 修

３０番 藤岡 和文

３３番 井上 兼夫 ３４番 伊藤 新司 ３５番 伊藤 太一

３６番 桑原 正彦 ３７番 山本 正二

４ 欠 席 委 員 ５番 吉村 信男 ８番 安冨 法明 １２番 三好 睦子

２８番 山中 佳子 ３１番 野村 孝 ３２番 吉村 徹

５ 事 務 局 事務局長 末藤 勝巳 主幹 中村 正寿 係長 篠田 淳也

美東総合支所分室長 長尾 加代子 秋芳総合支所分室長 三原 義男
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事務局

議長

事務局

議長

午後３時４０分開会

互礼。

只今より平成２８年第８回美祢市農業委員会総会を開会いたします。本日の出席委員は３６名中、３０名で定数に達しております

ので本総会が成立していることをご報告いたします。尚、欠席委員は５番 吉村委員、８番 安冨委員、１２番 三好委員、２８

番 山中委員、３１番 野村委員、３２番 吉村委員の６名でございます。議員の３名の委員さんにつきましては議員研修の為の

欠席でございます。吉村委員は先程の研修には参加されておられましたが農業法人の関係で、どうしても抜けられないということ

で帰られました。それでは美祢市農業委員会議規則第１６条第２項の規定による議事録署名委員を私の方より指名したいと思いま

すが、よろしゅうございますか。（はいの声）ありがとうございます。それでは議事録署名委員を指名いたします。２番 野村委員、

４番 野尻委員。宜しくお願いいたします。本日の資料の中に意見書がついております。次の総会までに色々な意見を書いていた

だきたいと思います。先程の説明にもありましたように農地だけのことではございません。農業全般の意見を国、県にあげていく。

市の方にも意見があれば書いていただければと思っております。よろしくお願いいたします。それでは議事に入りたいと思います。

議事順位第１ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について議題といたします。事務局より番号１、２の議案の朗読、

並びに説明をお願いいたします。

２件朗読。

１件目。父より相続を受けたものの、遠方に住み耕作管理が困難な譲渡人の叔父が、このたび贈与により中古住宅を取得と同時に

住宅敷地に付随している極小面積の農地を贈与により取得することになったものです。この件につきましては農林水産省の通達に

より農地法上の許可を受ける必要はありませんが所有権移転登記の際に農業委員会交付の許可証が必要との法務局からの申し出に

より、この場で審議を求めるものでございます。

２件目。譲渡人である、●●●●●●●●●●が申請地周辺を耕作管理し経営規模拡大の意思がある譲受人に対し、農地売買等事

業の実施をするものです。譲受人については耕作地を効率的に耕作管理しており農業に従事することが認められるため農地法第３

条第２項各号に該当しないため許可要件の全てを満たしていると考えます。以上でございます。ご審議のほど宜しくお願いいたし

ます。

ありがとうございます。それでは現地調査をされました委員の報告をお願いいたします。
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２４番

議長

２９番

１４番

議長

委員

議長

事務局

２４番、鮎川です。８月５日に山本会長、原田委員、担当委員、事務局、私で現地調査を行いました。１番ですが問題なく管理さ

れております。２番ですが全て適正に管理されておられますので問題ないと思います。以上でございます。

ありがとうございます。それでは地元委員より補足説明がございましたら、お願いいたします。

中野です。１番ですが鮎川委員が言われた通りです。●●に家を建てられて向こうで生活をしているので帰られないということで

す。宜しくお願いします。

１４番、田口です。２番ですが●●さんは田も畑も本気でやっておられますので問題ないと思います。宜しくお願いします。

ありがとうございます。委員の皆さんより何か、ご意見ございましたらお願いいたします。よろしゅうございますか。（はいの声）

それでは採決に移りたいと思います。議案第１号につきまして原案の通り決定することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。

挙手。

ありがとうございます。全員、賛成。よって議案第１号は原案の通り決定いたします。

続きまして議事順位第２ 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議題といたします。事務局より議案の朗読、

並びに説明をお願いいたします。

１件朗読。

１件目。申請地は●●●●●から北東に３.９㎞の位置にある公共投資の対象となっていない小団地の第２種農地です。申請人は●

●に住み農業を営む者です。山間にあり耕作管理が困難な申請地に杉、ひのきを植樹して今後は山林として管理する計画です。尚

この件につきましては平成１５年頃に農地の一部が落盤し耕作不能となった周囲に杉を５０本、農地法の許可を得ることなく植樹

しており、このことに対するお詫びと今後、農地法を遵守する旨の始末書が提出されております。この案件については農地法第４

条第２項各号に該当しないため許可要件のすべてを満たしていると考えます。以上でございます。ご審議のほど宜しくお願いいた

します。
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議長

２１番

議長

委員

議長

事務局

ありがとうございます。現地調査をされました委員の報告をお願いいたします。

２１番、原田です。この地域は田の落盤がしており水も貯まらないので植林されるということです。周りに影響を与えることもな

く大丈夫ではなかろうかと思います。それと前もって植林をされたということですが始末書も提出されているということで何ら問

題ないと思います。以上です。

ありがとうございます。（担当地区委員、欠席）委員の皆さんより何か、ご意見ございましたらお願いいたします。よろしゅうござ

いますか。（はいの声）それでは採決に移りたいと思います。議案第２号につきまして原案の通り決定することに賛成の委員の挙手

をお願いいたします。

挙手。

ありがとうございます。全員、賛成。よって議案第２号は原案の通り決定し諮問会議に附します。

続きまして議事順位第３ 農地法第５条の規定による許可申請について議題といたします。番号１から９を一括して事務局より議

案の朗読、並びに説明をお願いいたします。

９件朗読。

説明の前に１件目から８件目の申請者から転用目的について修正の申請が昨日ございましたので修正をお願いいたします。２番で

すが転用目的が１番と同一事業とありますが１番と関連事業に変更お願いします。田の部分につきましては発電施設用地となりま

す。畑につきましては１番と同様、森林・緑地用地となります。５番から７番も転用目的が１番と同一事業とありますが、これを

８番と同一事業に修正願います。尚１件目から８件目につきましては同一事業、関連事業のため一括して説明させていただきます。

資料につきましては広範囲のため５ページ目に申請地の位置図。６ページ目に土地利用計画図。７ページ目に、この計画の太陽光

パネルの配置図を載せさせていただいております。そして別紙で公図の写しを用意させていただいております。

１件目から８件目。番号１から４につきまして申請地は●●●●●から南西に３.２㎞～３.７㎞の位置にございます。番号５から７

の申請地は●●●●●から南西に２.４㎞から２.６㎞の位置にございます。番号８番につきまして申請地は●●●●●から南西に２.

７㎞に位置にございます。いずれの申請地も公共投資の対象となっていない小団地の第２種農地です。申請地の合計面積でござい

ますが田１２,１２７㎡、畑３,８９６㎡、合わせて１６,０２３㎡でございます。申請人は●●●●●●●●●●●●●●●●● ●
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議長

２１番

議長

１５番

事務局

３番

議長

●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●● ●●●●です。●●●に本店を置く太陽光発電事業者です。

申請地に囲まれた森林を開発し売電目的で大規模太陽光発電施設を設置する計画でございます。進めるにあたり森林法による林地

開発許可の基準で環境保全のため開発区域全体のおおむね２５％以上を緑地区域として残すことが必要です。こちらが開発地周辺

のおおむねの幅、３０ｍ以上を森林とすることが求められております。このため申請地に地上権を設定し残地森林区域と水害等防

止のため調整池を設置するものでございます。この案件については農地法第５条第２項各号に該当しないため許可要件の全てを満

たしていると考えます。

９件目。申請地は●●●●から東に１㎞の位置にある都市計画法に基づく用途地域内にある第３種農地です。申請人は●●●に本

店を置く太陽光発電事業者です。申請地を取得し売電事業を行うため最大発電出力７７キロワットの太陽光発電施設１区画を設置

するものです。この案件については農地法第５条第２項各号に該当しないため許可要件のすべてを満たしていると考えます。以上

でございます。ご審議のほど宜しくお願いします。

ありがとうございます。それでは現地調査をされました委員の報告をお願いいたします。

２１番、原田です。１番から８番は同一の件ということで一括して説明させていただきます。８箇所全部は見ておりませんが、ほ

とんどの土地が山林化しており何ら問題ないと思っております。９番ですが水路の確保もきちんとされており、これも何ら問題な

いと思われます。以上です。

ありがとうございます。地元委員より補足説明がございましたら、お願いいたします。

１５番、松原です。１番から８番につきまして只今、説明があった通り別に問題はないと思います。宜しくお願いします。

事務局から１番から８番につきまして補足いたします。林地開発許可のほうが山口県知事から出されるものでありまして、こちら

は林地開発許可と同時施行となります。

３番、藤井です。９番ですが問題ありません。

ありがとうございます。委員の皆さんより何か、ご意見ございましたらお願いいたします。私の方から一つほど補足をしておきま



- 6 -

委員

議長

事務局

議長

２７番

議長

２７番

す。当番委員より全部を確認していないという報告がございました。１番につきましては荒れている状態で２番につきましては栗

が植えているという報告を受けています。申請地に歩いて行くのに、かなりの時間がかかるということで実際は行かなければいけ

ませんが、この日の案件もかなりありましたし天気もすごく良く熱中症等になりかけている状況でしたので長距離を歩く部分につ

きましは写真判定ということで写真を提出していただいております。ご了承をお願いいたします。よろしゅうございますか。（はい

の声）それでは採決に移りたいと思います。議案第３号につきまして原案の通り決定することに賛成の委員の挙手をお願いいたし

ます。

挙手。

ありがとうございます。賛成、多数。よって議案第３号は原案の通り決定し諮問会議に附します。

続きまして議事順位第４ 議案第４号 農地利用集積計画の決定について議題といたします。事務局より議案の朗読、並びに説明

をお願いいたします。

朗読。

全体の面積が２１,８２７㎡でございます。貸し手さんと受け手さんが、それぞれ４名ということでございます。内訳は４ページ、

５ページにあります。１番は親子関係でございます。２番、３番、４番につきましては受け手の方が認定農業者でございます。従

いまして全て効率的に利用すること、また常時従事することが認められ市の基本構想に適合しておりますので基盤法第１８条第３

項の要件を満たしていると考えます。以上です。

ありがとうございます。地元委員より補足説明がございましたら、お願いいたします。

１番ですが現地に立ち会っておりませんので分かりかねます。

これは息子さんにいくのですね。

はい。
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８番

１３番

１６番

議長

２６番

事務局

議長

委員

議長

事務局

議長

２番ですが問題ありません。

３番ですが問題ありません。

１６番、石田です。４番ですが今までは草刈と自己管理をされておりましたが●●さんの方で作っていただくということです。

ありがとうございます。委員の皆さんより何か、ご意見ございましたらお願いいたします。

３番ですが借り手の●●●●●●は認定農業者ですが耕作面積が０㎡になっていますが何故ですか。

●●●●●●さんは椎茸の菌床栽培をされております。今回、●●●●さんから農地を借りて、にんにくの栽培をされるというこ

とです。

他にございませんか。それでは採決に移ります。議案第４号につきまして原案の通り決定することに賛成の委員の挙手をお願いい

たします。

挙手。

ありがとうございます。全員、賛成。よって議案第４号は原案の通り決定いたします。続いて報告事項に入りたいと思います。

議事順位第５ 報告第１号 農地法第３条の規定による許可の取消願について議題といたします。事務局より報告事項の朗読、並

びに説明をお願いいたします。

１件朗読。

平成２７年３月１２付で農地法第３条の許可を受けられておりますが譲受人の●●●●さんが平成２８年２月に亡くなられたため

権利の移動が困難となり、この度の売買を●●さんが断念され取消願を提出されたものでございます。以上、報告いたします。

ありがとうございます。地元委員より何かございましたら、お願いします。ございませんか。
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３０番

議長

委員

議長

事務局

議長

委員

議長

事務局

議長

はい。

今の事情による３条の取消願でございます。よろしゅうございますか。

はい。

ありがとうございます。意見もございませんようですので報告第１号を終わらしていただきます。

続きまして議事順位第６ 報告第２号 農地法第４条の規定による許可の取消願について議題といたします。事務局より報告事項

の朗読、並びに説明をお願いいたします。

１件朗読。

平成２８年６月２８日付で農地法第４条の許可を受けられましたが申請地においての事業実施を未着手のまま断念することになり

取消願を提出されたものでございます。以上、報告いたします。

ありがとうございます。只今の報告事項で、ご意見がございましたらお願いいたします。よろしゅうございますか。

はい。

特に発言もございませんようですので以上で報告第２号を終わります。

続きまして議事順位第７ 報告第３号 農地法第１８条第６項の規定による通知について議題といたします。事務局より報告事項

の朗読、並びに説明をお願いいたします。

１件朗読。

先程、ご審議、許可の承認をいただきました農地法第３条の農地所有権移転許可申請、議案第１号の２件目の申請のための解約で

ございます。以上、報告いたします。

ありがとうございます。報告第３号につきまして、ご意見ございましたらお願いいたします。よろしゅうございますか。
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委員

議長

事務局

議長

２４番

２１番

議長

はい。

発言もございませんようですので以上で報告第３号を終わらしていただきます。

続きまして議事順位第８ 報告第４号 農地転用現況証明について議題といたします。番号１から５を事務局より報告事項の朗読、

並びに説明をお願いいたします。

５件朗読。

１件目。申請は１筆で平成元年頃、耕作放棄後、草木が繁茂し山林化している状況でございます。

２件目。申請は１筆で昭和５５年頃から倉庫が建っており宅地として利用されている状況でございます。

３件目。申請は１筆で昭和４７年頃、耕作放棄後、昭和５４年頃に共同住宅を建築され宅地として利用されております。

４件目。申請は１筆で昭和６０年頃、耕作放棄後、雑木や細い木々が繁茂し原野化している状況でございます。

５件目。申請は３筆で地番の●●●●番、●●●●番につきましては昭和５０年頃、耕作放棄後、雑木や雑草等が繁茂いたしまし

て原野化している状況でございます。●●●●番につきましては昭和５０年頃、耕作放棄し昭和６０年頃に建てられた倉庫が現存

している状況でございます。以上、報告いたします。

ありがとうございます。現地調査をされました委員の報告をお願いいたします。

２４番、鮎川です。１番ですが写真の通り耕作放棄された後に草木が繁茂している状況でございますので問題ないと思います。２

番ですが、これも写真の通り倉庫が建っておりますので問題ないと思います。３番ですが、これも写真の通り建物が建っておりま

すので問題ないと思います。

２１番、原田です。４番、５番ですが写真の通り草、木が生えておりまして問題ないと思います。以上です。

ありがとうございます。少し補足をさせていただきます。５番の●●●●番ですが倉庫と書いてありますが実は、私が農業委員を

している当時に豚小屋を建てられまして豚を飼ってもらったら困るということで、かなり問題になった所です。そして、そのまま

放置された所になります。今は完全に●●●●の敷地の一部の中に入っております。当時のままであれば指導をしなければいけま

せんが仕方ない案件ではないかなと思います。以上です。委員の皆さんより何か、ご意見ございましたらお願いいたします。よろ
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委員

議長

事務局

議長

事務局

しゅうございますか。

はい。

特に発言もございませんようですので以上で報告第４号を終わらしていただきます。

続きまして、その他の項にうつりたいと思います。農業相談日の状況につきましては、ございませんでした。委員の皆さんより何

か、ご意見等ございましたらお願いいたします。ないようですので本日の議事は全て終了いたしました。事務局より今後の日程等

につきましてお願いいたします。

今後の日程ですが次回の総会は９月１６日の金曜日。午後２時から、この会場で行いたいと思います。それから農業相談日でござ

いますが９月１３日の第２火曜日でございます。美祢地区につきましては原田委員、美東地区につきましては井上委員さん、秋芳

地区につきましては篠田委員さんでお願いいたします。また現地調査ですが９月８日の木曜日でございます。阿座上委員さんと井

町委員さんでお願いをしたいと思っております。井町委員さんにつきましては８時３０分までに秋芳総合支所へおいでいただきま

すようにお願いいたします。

続きまして私の方から２点ほど、ご説明いたします。今日、配布しております資料で農地利用最適化推進施策の改善に関する意見

の取りまとめについてがございます。山口県の重点施策の取りまとめということで各部会さんに分かれて意見の取りまとめをして

いただきました。その後、法が変わりまして５３条の規定により農業委員会の意見を取りまとめて農業委員会が必要と認める具体

的な改善意見等を農業会議の方へ提出し、農業会議が県知事の方へ提出するとなっております。県の施策、国の施策から選ばれて

改善すべき施策を記入していただきたいと思います。今までは各部会の方に分かれて話をまとめていただいておりましたが今回も

各部会の方に分かれていただきまして事務局の方に９月２０日ぐらいまでに取りまとめて提出していただきたいと思います。最後

に旧美祢地域では農地パトロールをしております。暑い中、大変ご迷惑おかけしております。パトロールの時は草刈をされておら

ず、その後、草刈が終わっている所がありましたら事務局の方に報告していただけたらと思います。以上です。

ありがとうございます。それでは本日の総会を終了いたします。

互礼。
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午後４時３０分閉会。

議事録は正確なることを認め署名、押印する。

平成２８年８月１７日

議長

署名委員

署名委員
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