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平成２８年度第４回 神石高原町農業委員会 議事録 

 

《開催日時》     平成２８年７月２８日（木）  

 

《場  所》     三和公民館 １階 会議室 

 

《付議事項》 

           議案第1号 農地法施行規則第17条による下段面積の設定について 

           議案第2号 非農地証明申請について 

           議案第3号 農地法第3条による許可申請について 

           議案第4号 農地法第5条による許可申請について 

           議案第5号 農地法施行規則第17条第2項の規定による適用について 

            

《出 席 者》    １番 福島 道正   ２番 槌原 敬司   ３番 若林 宏明 

          ４番 伊勢村 正治                     

          ７番 日下 文子   ８番 梶尾 英志   ９番 小川 玲子 

         １０番 小田 千寿香 １１番 徳本 敬吉  １２番 圓道 タミ子 

         １３番 立原 孝生   

         １６番 橋本 進吾  １７番 向  靖弘  １８番 村上 積水 

         １９番 赤木 健二             ２１番 正木 正二 

                    ２３番 川上  進  ２４番 伊勢村 春行 

         ２５番 大谷 省五             ２７番 佐伯 知省 

 

           事務局長 松本 真典 

           主任   堀井  徹 

 

           遅刻 なし 

 

《欠 席 者》    ５番 藤井 ヨシ子  ６番 矢田貝 幹輝  １４番 横儀 秋弘 

         １５番 光末 幸司  ２０番 塚本 尚夫   ２２番 池田 正敬 

         ２６番 小林 文雄 

 

《開  会》                    

 

松本事務局長    ただいまから平成２８年度第４回神石高原町農業委員会総会を開会いた

します。 

 初めに，会長さんからご挨拶をお願いいたします。 
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《挨  拶》 

佐伯会長      （挨拶） 

 

《欠席者の報告及 

び総会の成立》 

松本事務局長    ありがとうございました。 

 続きまして，本日の欠席者の報告いたします。 

 本日の欠席者は，５番藤井ヨシ子委員，６番矢田貝幹輝委員，１４番横

儀秋弘委員，１５番光末幸司委員，２０番塚本尚夫委員，２２番池田正敬

委員，２６番小林文雄職務代理となっております。まだ大谷委員につきま

しては，若干おくれるというふうな報告がございます。よって，本日の欠

席者は７名でございます。したがいまして，農業委員会等に関する法律第

２１条第３項の規定により，在任委員数２７名中，本日の出席者は２０名

でありますので過半数を超えております。総会が成立することをご報告申

し上げます。 

 なお，これからの議事の進行につきましては，会議規則第３条の規定に

より会長にお願いいたします。 

                               

《議事録署名委員 

の指名》 

佐伯会長（議長）  それでは，議事に入りますまでに，本日の議事録署名議員の指名をさせ

ていただきます。 

 １１番の徳本，１２番の圓道両委員さんにお願いいたします。 

                                 

《議事》 

《議案第１号》 

佐伯会長（議長）  それでは，議事に入ります。 

 議案第１号「農地法施行規則第１７条による下限面積の設定について」

を議題といたします。 

 説明をお願いいたします。 

 

松本事務局長    （事務局説明）  

          現行の下限面積（別段面積）３０ａの変更を行わないことの提案 

 

佐伯会長（議長）  ありがとうございました。 

 議案第１号の下限面積についての説明がございました。 

 ご意見，ご質問ございましたらお願いいたします。 
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 ないようでございますので，採決に移らせていただきます。 

 「農地法施行規則第１７条による下限面積の設定について」，変更の３

０ａで行うということに賛成の方の挙手をお願いをいたします。 

 

          （全員賛成） 

 

佐伯会長（議長）  ありがとうございました。 

 全員賛成でございますので，提案どおり３０ａで決定をさせていただき

ます。 

                              

《議案第２号》 

佐伯会長（議長）  続きまして，議案第２号「非農地証明の申請について」を議題といたし

ます。 

 説明をお願いいたします。 

 

松本事務局長    （事務局説明） 

    ０－１３ 小畠  １件 宮
みや

﨑
ざき

 ハルヱ （ 福島
ふくしま

 道
みち

正
まさ

 委員） 

 

佐伯会長（議長）  ありがとうございました。 

 担当委員さんによる現地調査をお願いいたしております。調査結果の報

告をお願いします。 

 

福島道正委員    １番福島です。 

 現地調査は先般２０日に若林委員さんと委任を受けておられます行政書

士の田村さん立会によりまして調査をいたしました。 

 当案件は，現在居住者はおらず，相続人であります娘さんが空き家バン

クへ登録申請の準備段階で一部の建物が無断転用となっていることに気づ

きまして，今回の申請となったようでございます。 

 写真つづりでいきますと１５８３－３は本宅の増築部分で，これは分筆

されておりまして８６㎡，それからもう一つの１５８５は離れのお宅の，

いずれも許可なくして３６年前に新築されておられまして，今回先ほど僕

が言いましたように始末書等々も提出されていまして反省をされているよ

うでございますので，いたしかたないと判断してご審議よろしくお願いい

たします。 

 

佐伯会長（議長）  ありがとうございました。 

 非農地証明の申請についての調査報告をいたしましたので，ご意見がも
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しあったらお願いいたします。 

 

佐伯会長（議長）  ございませんか。 

 ないようでございますので，採決に移らせていただきます。 

 議案第２号「非農地証明申請について」を申請どおり許可することに賛

成の方の挙手をお願いいたします。 

 

          （全員賛成） 

 

佐伯会長（議長）  ありがとうございました。 

 挙手全員でございますので，申請どおり許可することにいたします。 

                          

《議案第３号》 

佐伯会長（議長）  続きまして，議案第３号「農地法第３条による許可申請について」を議

題といたします。 

 説明をお願いいたします。 

 

松本事務局長    （事務局説明） 

          農地等の所有権移転許可申請承認について 

３－１５ 坂瀬川 ２件 江草
えぐさ

 栄治
えいじ

 江草
えぐさ

 宜
のぶ

友
とも

（福島
ふくしま

 道
みち

正
まさ

 委員） 

３－１６ 桑木１件 伊藤
いとう

 恒夫
つねお

 川内
かわうち

 栄子
えいこ

他2名（槌
つち

原
はら

 敬司
けいじ

 委員） 

 

佐伯会長（議長）  ありがとうございました。 

 担当委員さんによる現地調査のお願いをしております。 

 江草さんの案件からご報告お願いいたします。 

 

福島道正委員    １番福島です。 

 現地調査のほうでございますけども，これは家族間での３条申請１名で

いいということになっていますけれども，他の案件もありましたので，一

緒に２０日に若林委員さんとそれから譲渡人であります宣友さんと譲受人

であります息子さんになります栄治さんの立会によりまして調査をいたし

ました。 

 譲受人であります栄治さんは３年前より新規就農されておられまして，

現在繁殖和牛１５頭，育成子牛７頭の経営に力を入れておられます。今回

息子さんへの贈与ということでございまして，問題ないというふうに思っ

ております。ご審議よろしくお願いいたします。 
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佐伯会長（議長）  ありがとうございました。 

 伊藤さんの案件の件につきましては，１７条２項の登録申請において調

査をいただいておりますので，今回の調査は外しております。 

 以上，２点についてのご意見，ご質問がございましたらお願いいたしま

す。 

 ございませんか。 

 はい，どうぞ。 

 

伊勢村委員      ３－１６のほうの伊藤さんの件なんですが，これは規模拡大となって

おるんですが，家つきで土地を買われたということでいいですか。 

 

松本事務局長     そうです。 

 

佐伯会長（議長）  ほかにございませんか。 

 ないようでございますので，採決に移らせていただきます。 

 「農地法第３条による許可申請について」，申請どおり許可することに

賛成の方の挙手をお願いいたします。 

 

          （全員賛成） 

 

佐伯会長（議長）  ありがとうございました。 

 全員挙手でございますので，申請どおり許可することといたします。 

                             

《議案第４号》 

佐伯会長（議長）  続きまして，議案第４号「農地法第５条による許可申請について」を議

題といたします。 

 説明をお願いいたします。 

 

松本事務局長    （事務局説明） 

          農地等の所有権移転許可申請承認について 

           ５－８ 小野 １件 小埜
お の

 洋平
ようへい

 平松
ひらまつ

 忠
ただ

敬
のり

 （徳本
とくもと

 敬
けい

吉
きち

 委員） 

農地等の使用貸借権設定許可申請承認について 

           ５－９ 小畠 ２件 古屋本
こやもと

 憲二
けんじ

 古屋本
こやもと

 元
はじめ

 （若 林
わかばやし

 宏明
ひろあき

 委員） 

 

佐伯会長（議長）  ありがとうございました。 
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 担当委員さんによる現地調査をお願いいたしております。 

 小埜さんの案件は先般も起用しておりますが，してもらっているのです

か。していただいているようでしたら，再度お願いいたします。 

 

徳本委員      今事務局長さんがおっしゃっていただいたとおりでございまして，現在

は写真つづりの写真は５月ごろの写真で，まだ草も生えておりませんが，

現在は花がいっぱい咲いております。そのような状況で，ほかは変わった

ところはございません。よろしくご審議ください。 

 

佐伯会長（議長）  ありがとうございました。 

 続きまして，古屋本さんの案件をお願いいたします。 

 

若林宏明委員    ３番若林です。 

 古屋本さんの件につきましては，２０日の福島委員さんと古屋本元さん

で現地を確認しております。 

 ここは写真を見てもらえればわかりますように，現在耕作はされていま

せん。それと，１９３３番地－１につきましては防草シートですか，ごつ

い防草シートを５年以上前ぐらいから張られておりまして，全く現在は耕

作されておりません。 

古屋本元さんが現在は草刈りだけ管理されておる状況で，弟さんの憲二さ

んのほうが利用したいということで，今回使用貸借ということでされてお

ります。近くに家もありますが，そちらも了解を得ておられますし問題な

いと考えましたので，ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

佐伯会長（議長）  ありがとうございました。 

 調査結果のご報告をいただきました。 

 ご意見，ご質問ございましたらお願いいたします。 

 ございませんか。 

 ないようでございますので，採決に移らせていただきます。 

 ５－８の小埜さんの関係でございますが，申請どおり許可することに賛

成の方の挙手をお願いいたします。 

 

          （全員賛成） 

 

佐伯会長（議長）  ありがとうございました。 

 挙手全員でございますので，申請どおり許可することといたします。 

 続いて，使用貸借の古屋本さんの案件について，申請どおり許可するこ

とに賛成の方は挙手をお願いいたします。 
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          （全員賛成） 

 

佐伯会長（議長）  ありがとうございました。 

 挙手全員でございますので，申請どおり許可することといたします。 

                            

《議案第５号》 

佐伯会長（議長）  続きまして，議案第５号「農地法施行規則第１７条第２項の規定による

適用について」を議題といたします。 

 説明をお願いいたします。 

 

松本事務局長    （事務局説明） 

          ６－３ １件 小林
こばやし

 和枝
かずえ

  （小川
おがわ

 玲子
れいこ

 委員） 

           ６－４ ５件 小坂
こさか

 正彰
まさあき

  （村上
むらかみ

 積水
せきすい

 委員） 

 

佐伯会長（議長）  ありがとうございました。 

 担当委員さんによる現地調査をお願いしております。 

 小林さんの案件からご報告をお願いいたします。 

 

小川玲子委員    ９番小川玲子です。 

 去る７月２２日，事務局，光末委員さん，３人で事前調査いたしまし

た。 

 申請者の小林和枝さんとは連絡とりましたが，よろしくお願いしますと

いうことでした。 

 ちょうど調査した日にこの家を購入される人が来られていまして，水

道，ガス業者とも連絡をとり，すぐにでも入居できるよう掃除をし，準備

を進めておられました。８月には生活できるようにしたいとのことでし

た。若い人でもあり，地域活性化のためにも尽力していただいておるので

はないかと頼もしく感じました。審議よろしくお願いいたします。 

 

佐伯会長（議長）  ありがとうございました。 

 続きまして，小坂さんの案件をお願いします。 

 

村上積水委員    １８番村上です。 

 本来なら，藤井ヨシ子委員のほうがご担当ですけども，ご都合がきょう

悪いということで，私のほうに依頼されました。２３ページをごらんいた
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だきますと，航空写真がありますが，真ん中に赤い屋根，家があります。

これが小坂さんの家です。ちょっと順番が間違えたのですけども，７月２

０日に藤井委員と私とそれと事務局長と３人で現地調査しました。 

 小坂さんのほうは広島にお住まいですので，ちょっと遠いので申しわけ

ないですけどもよろしくお願いしますとのことでした。 

 もとへ戻りまして，この屋根が小坂さんのおうちです。それで，２３ペ

ージのほうの右側の赤い旗がありますが，これはＢ判定になっています。

先ほど事務局長おっしゃったように，家の左の赤旗が２つある１８２と３

１４，それとその上にあります旗がありますけども，３２３，それと右側

の２４ページの旗が揚がっています５２０が申請地です。 

 Ｂ判定になっていますが，小坂さんの申し上げられるのは，誰か購入し

てくださってＢ判定のところも管理されていただければいいなというよう

です。 

 私のほうからは以上ですので，よろしくお願いします。 

 

佐伯会長（議長）  ありがとうございました。 

 １７条２項の規定による適用について，調査結果の報告をいただきまし

た。 

 ご意見，ご質問ございましたらお願いいたします。 

 はい，どうぞ。 

 

伊勢村正治委員   今，小坂さんの分ですけども，まだ買い手はついてない。 

 

村上積水委員    買いたいなという何か希望をされている方はいらっしゃるようなんです

けど，名前も何もちょっと私のほうまではわかりませんので。 

 

伊勢村正治委員   今の説明の中でＢ判定でもこのまま農地としてここへわたることが議案

だけど，その辺がどうなのだろうと思う。買われたら少なくても３年は耕

作しないといけないのかなというところが。 

 

佐伯会長（議長）  ５２０と３１５－２については一応農業委員の判定ではＢ判定になって

おるということのようでございますので，再度ちょっと本人に非農地証明

の申請を出していただいて，地目変更をした後に売買をしていただくとい

うような指導にいかざるを得んと思います。ですから，あと菜園について

はこれはまだＢ判定になっているものでありませんので，家庭菜園として

利用されるということも考えられますので，そういう指導をしましょう。 

 ほかにございませんか。 

 それでは，ないようでございますので，条件をつけた方の採決というこ
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とで，小林さんの案件は申請どおり，小坂さんの案件につきましては５２

０番と３１５－２，この２件については一応１７条２項の登録から除外を

した形で，そのほかの案件のみを承認をするということでご賛成の方の挙

手をお願いいたします。 

 

          （全員賛成） 

 

佐伯会長（議長）  ありがとうございました。 

 それでは，小坂さんの案件につきましては，条件つけて３件のみを許可

するということで申請どおり許可することといたします。 

 以上で本日ご提案する内容については終了いたしました。 

 

《閉  会》     

 


