平成３０年度第９回

府中市農業委員会総会議事録

１．開催日時 平成３０年１２月２５日(火)午後３時５分から午後４時３０分
２．開催場所 市役所

３階

３０２・３０３会議室

３．出席委員 １０人
１番 秋山 剛
４番 宮田泰行
７番 岡本 隆
11番 小寺 旭

２番 末宗龍司
５番 小川康成
９番 瀬尾 毅

３番 野津田はるみ
６番 小森山仁司
10番 竹内茂樹

推１番
推５番
推８番
推11番

推２番
推６番
推９番
推12番

推３番
推７番
推10番

秋山満則
向田定男
吉岡和則
粟根耕作

池田源實
横山寿人
加納 巧
秀高哲也

茅野雄二
槙本桂志
小林松夫

４．欠席委員 なし
５．傍聴人

なし

６．議事日程
第１ 開会あいさつ
第２ 議事録署名人の指名
第３ 協議事項
議案第27号 農地法第３条の規定による許可申請について
議案第28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
議案第29号 「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想（案）」の策定
について
議案第30号 農地法第５条の規定による許可申請について
議案第31号 非農地証明交付申請について
第４ 報告事項
報告第26号 農地法第５条の規定による届出について
報告第27号 農地法第１８条の規定による届出について
第５ その他
（１）１月の総会の日程について
７．農業委員会事務局職員
農業委員会事務局長
農地係係長
農地係主任
嘱託職員

池田
田原
田渕
加茂

弘昭
慎吾
哲也
久美

８．会議の概要
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【事務局（池田）】定刻になりましたので、これより平成３０年度第９回農業委員会を開
催します。まずは会長より挨拶をお願いします。
【議長】（会長挨拶）
本日の欠席委員はございません。定数に達しておりますので、平成３０年度第９
回農業委員会をこれより開催します。本日の議事日程はあらかじめお手元にお配り
しておりますとおりです。なお、携帯電話につきましては、マナーモードか電源を
お切りください。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------【議長】それでは、日程第２ 議事録署名委員の指名を行います。本総会の会議録署名
委員は、会議規則第１８条第２項の規定により、６番 小森山委員、７番 岡本委
員を指名します。よろしくお願いします。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------【議長】それでは、日程第３ 協議事項に入ります。なお、発言に当たっては、挙手のう
え、議長の指名を受けてからお願いします。
議案第２７号、農地法第３条の規定による許可申請について事務局から説明してく
ださい。
【事務局（田渕）】（議案第２７号を説明）
【議長】それでは、担当委員の補足説明をお願いします。番号１を吉岡委員お願いしま
す。
【推８番 吉岡委員】現地は府中上下線を阿字町に入りまして○○○○の北 100ｍです。
１２月４日に槙本推進委員と現地を確認いたしました。
この申請は○○さんがお持ちの田が○○さんの田に隣接しておりますが、進入路が
ないため進入路を作るのに分けてほしいと申し出られたところ、○○さんは高齢で農
作業がなかなかできないので買ってほしいとのことで、○○さんは譲受けることとな
り、今後農作業をされるので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】続いて番号２及び４を小林委員お願いします。
【推 10 番 小林委員】番号２の説明をします。１２月２１日に加納委員と○○さんと私
の３人で現地確認を行いました。
現地は JR 福塩線河佐駅の南側、市道久佐諸毛線亀木橋を渡って左側に位置する石
垣地区です。譲渡人の○○さんは中須町にお住まいで、高齢で耕作が困難になり、
譲受人の○○さんとの話がまとまりまして３条有償移転することになり、なんら問
題はないと思われますのでご審議お願いします。
番号４は１２月２１日加納委員と譲受人の○○さんと私の３人で現地確認を行い
ました。
現地は JR 福塩線河佐駅を南へ市道久佐永野線布渡橋を渡り１km ほど行った市道沿
いに位置します。3672-1、3676、3678-1、3679 は茶畑で、その他の地番は田・畑の
農地で、すでに数年前から譲受人の○○さんが耕作されています。譲渡人の○○さ
んは広島市で遠方に住まれ、耕作ができないので、この度３条有償移転がまとまり
問題はないと思いますのでよろしくご審議お願いいたします。
【議長】続いて番号３を秀高委員お願いします。
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【推 12 番 秀高委員】１２月１３日、譲受人の○○ ○○さん、小寺会長、私の３名で
現地確認を行いました。
現地は鴫谷橋の西側で芦田川からすぐ近くです。○○さん家のすぐ横にありまし
て、耕作するには便利の良い場所にありました。申請地は境界線もはっきりしてお
り、特に問題はないと確認してまいりました。よろしくお願いします。
【議長】ただ今の事務局並びに担当委員の説明に、ご質疑はございませんか。
（質疑なし）
【議長】質疑なしと認めます。それでは、議案第２７号は提案どおり許可妥当とするこ
とにご異議はありませんか。
（異議なし）
【議長】異議なしと認めます。それでは議案第２７号は、提案どおり許可妥当とします。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------【議長】続いて議案第２８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の
承認についてですが、番号１～６は新規の案件ですので担当委員の補足説明をお願
いします。番号７～５５は更新の案件ですので担当委員の補足説明は省略します。
それでは、事務局から説明してください。
【事務局（田渕）】（議案第２８号を説明）
【議長】それでは、新規分の補足説明をお願いします。番号１を茅野委員お願いします。
【推３番 茅野委員】１２月１９日に○○ ○さんと現地と現状を確認してまいりまし
た。
現地は県道２７号吉舎油木線の神石高原町との境です。○○ ○さんは現在 84 歳
と高齢で長男さんが名古屋、その他のお子さんも東京などと遠方で、農作業が継続
できない状況で、この度受託作業をされておられる○○ ○○さんへお願いをされ
まして、実施されることになりました。現地は耕運が済んでおり大変良い状態にな
っております。引き受けられる○○さんも従業員を使われている方で問題ないこと
を報告いたします。
【議長】続いて番号２を横山委員お願いします。
【推６番 横山委員】１２月２０日に○○ ○○さん宅を訪問し話を聞きました。今ま
で○○○ ○さんが耕作されていたのですが、高齢でできないということなので、
この度息子さんである○○さんに名義を変更して耕作をされるということです。特
に問題ないと思います。よろしくお願いします。
【議長】続いて番号３を小林委員お願いします。
【推 10 番 小林委員】現地は市道小国本郷線の小国町と諸毛町の町境に位置します。土
地所有者の○○ ○○さんは篠根町にお住まいで、95 歳の高齢で耕作できないので、
以前から○○ ○○さんに耕作をお願いされております。なんら問題ないと思いま
すのでよろしくお願いします。
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【議長】続いて番号４、５を宮田委員お願いします。
【４番 宮田委員】４番ですが、以前から作られていたのですが、○○ ○○さんのお
父さんの名義が子どもさんへということで、実質継続で耕作されているということ
です。若い方で元気よく作られております。まったく問題ありません。
５番ですが、○○ ○○さんは以前から作ってもらっていたのですが、交代をい
たしまして新たに○○さんが作られるという変更となります。この方もまだまだ若
い方で地元で農業を手広くされているので問題なく、継続して作ることを了解され
ております。圃場は整備され大きく立派な田です。
【議長】続いて番号６を吉岡委員お願いします。
【推８番 吉岡委員】場所は阿字町の○○○○○○○○○○西側の田です。○○さんは
以前から耕作の委託をしていたのですが、この度返却され、高齢のため自身で耕作
ができないので近所の○○○さんにお願いし、受けてもらいました。○○○さんは
今後も耕作を継続されますので、問題はないと思われます。よろしくお願いします。
【議長】ただ今の事務局並びに担当委員の説明について審議していただきますが、農業
委員会等に関する法律第３１条で「農業委員会の委員は自己等に関する事項につい
ては、その議事に参加することが出来ない。」とありますので、宮田委員、岡本委員
は議事に参与出来ません。宮田委員、岡本委員は暫時退席をお願いします。
（宮田委員、岡本委員 退席）
【議長】それでは、改めて先程の事務局並びに担当委員の説明にご質疑はございません
か。
（質疑なし）
【議長】質疑なしと認めます。それでは、議案第２８号は提案どおり承認することにご
異議はありませんか。
（異議なし）
【議長】異議なしと認めます。それでは、議案第２８号は提案どおり異議なしとします。
（宮田委員、岡本委員 着席）
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------【議長】続いて、議案第２９号、
「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想（案）」
の策定について、事務局から説明してください。
【事務局（田渕）】（議案第２９号を説明）
【議長】ただ今の事務局の説明に、ご質疑はございませんか。
【５番 小川委員】２０年に延ばした大きな理由とは何ですか。
【事務局（田原）】農業経営基盤強化促進法の改正に伴うものですが、農地中間管理機構
が農地を借り入れるにあたり、未相続地について今までの５年だと、安定した農業
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経営ができないということもあり、過半の同意があれば２０年まで延長できるとい
うものです。
【議長】他にご質疑はございませんか。
（質疑なし）
【議長】質疑なしと認めます。それでは、議案第２９号は提案どおり同意することにご
異議はありませんか。
（異議なし）
【議長】異議なしと認めます。それでは、議案第２９号は提案どおり同意することとし
ます。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------【議長】続いて議案第３０号、農地法第５条の規定による許可申請に対する意見につい
て事務局から説明してください。
【事務局（田渕）】（議案第３０号を説明）
【議長】それでは、担当委員の補足説明をお願いします。番号１を小林委員お願いしま
す。
【推 10 番 小林委員】１２月２１日に加納委員と私の２名で現地確認を行いました。
貸付人の○○ ○○さんは行政書士ですが、過去現地立会をしたことはないとの
ことで立会なしで確認を行いました。現地は JR 福塩線河佐駅南の住宅地の一角にあ
り、登記宅地の現況農地でイチジクを植えてありました。土地所有者の○○さんは
尾道市門田町に住まれ、耕作が困難ため、この度○○さんとの賃貸借契約がまとま
り太陽光設備を設置されるとのことです。よろしくご審議をお願いします。
【議長】ただ今の事務局並びに担当委員の説明に、ご質疑はございませんか。
（質疑なし）
【議長】質疑なしと認めます。それでは、議案第３０号は提案どおり許可妥当の意見と
することにご異議はありませんか。
（異議なし）
【議長】異議なしと認めます。それでは、議案第３０号は提案どおり許可妥当の意見と
します。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------【議長】続いて議案第３１号、非農地証明交付申請の承認について事務局から説明して
ください。
【事務局（田渕）】（議案第３１号を説明）
【議長】それでは、担当委員の補足説明をお願いします。番号１を秋山
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満則委員お願

いします。
【推１番 秋山委員】１２月１３日に秋山委員と横山委員、行政書士の福品さん、事務
局、私の５名で現地確認をしました。
現地は国道 432 号線を庄原方面に向かい、湯が丘病院看板を左折し、約 600ｍ先を
右折し約 500ｍのところです。申請人○○さんは岡山県倉敷市に住まれており、この
度登記簿と地目を一致させたいので非農地証明を申請されました。
837-10 は庭木、芝を植えており、839-1 は梅の木等を植えられ、雑草が繁ってい
る状態です。問題はないと思われます。よろしくお願いいたします。
【議長】続いて番号２を小林委員お願いします。
【推 10 番 小林委員】１２月１３日に小寺会長と瀬尾委員、事務局と委任を受けており
ますトリナ・ソーラー・ジャパン・エナジー㈱から４人、私の８人で現地確認を行
いました。
現地は県道府中上下線から市道河佐荒谷線の頂上が大田地区と上山町の町境です
が頂上から 500ｍほど河佐町よりに位置する宇根地区です。○○さんは昭和３８年頃
に福山市芦田町へ転出して、耕作ができないので隣人数名に畑の一部を無償で耕作
してもらっておりましたが、隣人の方も高齢化に伴い耕作できなくなり、昭和６０
年には３０戸ほどあった集落ですが全世帯が転出され、全地域が耕作放棄地となり
山林化しております。非農地としてやむをえない状況ですのでよろしくご審議をお
願いします。
【議長】続いて番号３を粟根委員お願いします。
【推 11 番 粟根委員】１２月１３日に市企画財政課の徳毛さんと小寺会長、瀬尾委員、
小林委員、事務局と私の６名で現地確認をしました。
現地の父石町庄田は下川辺駅より府中駅に向かって１km 行ったところです。現場
の説明は企画財政課の徳毛さんが行いました。1118-1 と 1118-2 は線路より南で山側
です。樹木や雑草が繁っておりました。1118-3 と 1119-1 は線路の北側川沿いで竹や
ぶになっております。農地として復元は困難です。土地の所有者○○○○○○○○
で農地があるのはここだけで、他の財産区も一括して○○○○○○○○が管理する
ことになっております。問題ないと思います。
【議長】ただ今の事務局並びに担当委員の説明に、ご質疑はございませんか。
（質疑なし）
【議長】質疑なしと認めます。それでは、議案第３１号は提案どおり決定することにご
異議はありませんか。
（異議なし）
【議長】異議なしと認めます。それでは、議案第３１は提案どおり決定とします。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------【議長】続いて、日程第４ 報告事項に入ります。報告第２６号、農地法第５条の規定
による届出について、事務局から報告してください。
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【事務局（田渕）】（報告第２６号について報告）
【議長】ただ今の事務局の報告について、ご質疑はございませんか。
（質疑なし）
【議長】質疑なしと認めます。
-----------------------------------------------------------------------------【議長】続いて、報告第２７号、農地法第１８条の規定による届出について、事務局か
ら報告してください。
【事務局（田渕）】（報告第２７号について報告）
【議長】ただ今の事務局の報告について、ご質疑はございませんか。
（質疑なし）
【議長】質疑なしと認めます。
-----------------------------------------------------------------------------【議長】続いて日程第５ その他に入ります。来月の農業委員会の日程についてですが、
１月２５日（金）午前９時３０分から、会場は府中市役所 ３階
３０２・３０３
会議室で決めたいと思いますが、いかがでしょうか。
（異議なし）
【議長】それでは、次回は１月２５日（金）午前９時３０分から、会場は府中市役所 ３
階 ３０２・３０３会議室と決めさせていただきます。これをもちまして、本日の
総会の議事日程のすべてを終了しました。ご苦労様でした。

平成３０年１２月２５日

議長（会長）

以上の議事の内容及び結果について、事実と相違ないことを証するため、議事録署名
人は次に署名押印する。

議事録署名人

議事録署名人
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