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平成３０年度 第３回倉吉市農業委員会会議議事録 

 

１ 開催日時  平成３０年６月８日（金） 午後１時３０分から午後２時５５分 
 
２ 開催場所  倉吉市役所 ３階 第２会議室 

 
３ 出席委員  （２７人） 

   会長 ３番 山脇 優 委員 
    
  農業委員 

１番 谷本貴美雄 委員  ２番 德田和幸  委員  ４番 松本幸男  委員 

６番 室山恵美  委員  ７番 林 修二  委員  ８番 美田俊一  委員 

９番 藤井由美子 委員 １０番 河本良一  委員 １１番 鐵本達夫  委員 

１２番 筏津純一  委員 １３番 數馬 豊  委員 １４番 金信正明  委員 

１５番 福井章人  委員 １６番 西谷美智雄 委員 １７番 原田明宏  委員 

１８番 山本淑恵  委員 １９番 吉村年明  委員 
 
農地利用最適化推進委員 

髙見美幸 委員  涌嶋博文 委員  塚根正幸 委員  田倉恭一 委員 

西谷昭良 委員  小谷俊一 委員  山下賢一 委員  小谷義則 委員 

影山卓司 委員 
 

４ 欠席委員  （０人） 

 
５ 議事日程 

  第１ 開会 

  第２ 会長あいさつ 

  第３ 議事録署名人の決定 

  第４ 連絡・報告事項 

第５ 議事 

議案第 16 号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第 17 号  農地法第４条の規定による許可申請について 

議案第 18 号  農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第 19 号 農用地利用集積計画の決定について 

議案第 20 号 遊休農地解消対策事業助成金交付に係る遊休農地の認定について 

議案第 21 号 倉吉農業振興地域整備計画の変更について 

議案第 22 号 農地法第３条第２項第５号の別段の面積の設定について 

第６ その他 

  第７ 閉会 

 
６ 農業委員会事務局職員 

    局長   森石 学 

主幹   石賀 康一 

主任   隅  陽介 

 

７ 会議の概要 
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(１) 開 会 

事務局長    只今から、平成３０年度第３回農業委員会会議を開会いたします。はじめに

山脇会長にごあいさつをお願いいたします。 

 

(２) 会長あいさつ 

会 長    皆さん、こんにちは。梅雨に入りまして、雨がぽとぽと降っておりますけど

も、田植えもまだまだの農家は多いんでないかなと思っております。今日も午

前中、小鴨から北谷までですけど、ずっとまわってみますと、まだ田植えが済

んでないところがかなりあるように見受けられました。先般、東京で全国農業

委員会会長大会がございまして、資料を皆さんの手元にお配りしておりますの

で、中を見ていただければと思っております。今回は国会中だったもんですか

ら、衆議院、参議院の議員の方は、二十何人でしたかね。とにかく、ステージ

に椅子が置いてありまして、出たり入ったり。紹介があって、手を挙げて、例

えば、石川県ですー！って手を挙げて、みんなが代議士の出身地の各県の名前

を言って、終わったらすぐたったと帰って、また次が入ってきて紹介を受ける

というような形で、中には、紹介者の名前を呼んでも誰もおらんってのも何人

かおって、みんながぶつぶつ言っとった。てなことで、農林水産大臣も副大臣

が来て祝辞を述べたぐらいでございまして、ちょうど国会中だったもんでその

ような大会でございました。文京シビックホールというところで８００人ぐら

い全国から集まっておりました。それぞれの農業委員会からの事例報告もここ

に載っておりますので、ご覧いただければと思っております。長崎県とか栃木

県、そういうところが載っておりますので、また、これからの取り組みについ

ての勉強になるかなと思っております。最後に、大会決議を、今までは岡山県

の農業会議の会長の片山虎之助さんが音頭を取ってやりよったですけど、国会

中だったもので、副会長の方が今回は。ちょっと声が細くて、迫力は片山さん

に比べりゃなかったですけど、最後に「頑張ろう」を３回やって閉会したとい

うことでございます。その後、鳥取県の各会長、東部、中部、西部に分かれま

して、中部の会長は石破代議士のところに、ちょうど本人もおられまして、２

０分間でしたけど、衆議院会館の石破代議士のお部屋で要請活動を行ってまい

りました。東部が舞立議員、西部が赤沢代議士ということで、それぞれが手分

けをして、そういうことで、今回の大会は終わりまして、次は１１月末に、こ

んどは全国農業委員会会長会の代表者会議ということで、県下全員ではござい

ませんけども、中部の場合は全員行きますけど、東部、西部は数名に限られま

して代表者が東京で会長代表者会議に出ることになっております。そういうこ

とで、２日間の日程が終わって帰ったわけでございます。そして、先般もいろ

いろ話した中で、最適化推進委員のことにつきましてもいろいろ話がございま

したけれども、倉吉の場合はこうやって、農業委員と委員の皆さんと一緒に定

例会にも参加、会議にも出席していただいておりまして、意見も述べていただ

いておるというのが現状でございます。ただ、承認のとこについては議決権が

ございませんので、意見は十分に述べていただきたいと思いますので、今後と

もよろしくお願いをいたします。そういうこともちょっとこないだの大会でも

ございまして、付け加えて報告しておきます。以上でございます。 
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※ 議長選出 

事務局     この後は農業委員会会議規則第３条によりまして、会長が議長となり会議を

進行していただきます。山脇会長、よろしくお願いいたします。 

 

(３) 議事録署名人の決定 

議 長     それでは、本日の議事録署名人でございますが、指名させていただいてよろ

しいでしょうか。 

 

（はいの声） 

 

議 長  異議なしということでございますので、９番 藤井委員、１０番 河本委員に

お願いをいたします。 

 

※ 欠席・遅刻届連絡委員の報告 

議 長     欠席届は出ておりません。 

 

(４) 連絡・報告事項 

議 長     続きまして、連絡報告事項でございます。 

 

事務局     別添の平成３０年度第３回倉吉市農業委員会会議報告及び予定事項を報告い

たします。（以下事務局説明） 

 

議 長  それでは、続きまして、農家相談会の件につきまして。金信委員、筏津委員

が担当されました。報告をお願いします。筏津委員。 

 

１２番  １２番 筏津が報告します。資料はお手元に配ってあると思いますので、よ

ろしくお願いします。当日、金信さんと当たりまして、用件は、現在、○○で

トウモロコシを作っておりますが、４月から９月までなので、９月以降は作れ

んので、どっかその時に作れる土地があれば探してほしいということで参られ

ました。以前にも来ておられましたが、その時は明高ぐらいしかなかったので、

明高と○○と同じような高さになりますのでできんし、どっか平地であればと

いう話がありましたんで、現在はそういうところがないので、あれば知らせて

ほしい。本人さんには、そういう土地があれば連絡するよということで答えま

した。書いてありますように、現在、○○で７ha のトウモロコシを作ってます

けど、一町ほど平地で作りたいと。冬場に。そういう話でしたので、そういう

所があれば皆さんで探してもらえればと思いますんで、よろしくお願いいたし

ます。以上です。 

 

議 長  ありがとうございました。皆さんの手元に資料が配ってありますので、只今、

筏津委員から報告があったとおりでございまして、もしも心当たりの畑等があ

りましたら、事務局に報告していただければと思いますので、よろしくお願い

いたします。 
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 (５) 議 事 

議 長     続きまして、（５）議事に入ります。本日の議案につきまして、事務局より説

明がございます。 

 

事務局     本日の議事について説明をさせていただきます。議案をご覧ください。 

  まず、議案第１６号 農地法第３条の規定による許可申請についてというこ

とで、２ページ、３ページのとおり、５件、合計１５筆の所有権移転の申請と

なっております。 

  続きまして、議案第１７号 農地法第４条の規定による許可申請について。

議案の５ページでございます。１件の申請が出ております。 

議案第１８号 農地法第５条の規定による許可申請については、７ページの

とおり、こちらも１件の申請が出ております。 

議案第１９号 農用地利用集積計画の決定については、１０ページから２６

ページまでのとおり、４８件の利用権設定の申出が出ています。 

議案第２０号 遊休農地解消対策事業助成金交付に係る遊休農地の認定につ

いては、３１ページのとおり、１件の申請が出ております。 

続きまして、議案第２１号 倉吉農業振興地域整備計画の変更については、

３３ページからのとおり２件の協議が出ております。 

最後に、議案第２２号 農地法第３条第２項第５号の別段の面積の設定につ

いてということで、４８ページのとおり変更の提案をさせていただきますので、

ご審議をよろしくお願いします。 

以上でございます。 

 

議案第１６号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議 長     それでは、議事に入ります。議案第１６号 農地法第３条の規定による許可

申請について。ご質疑ございませんか。よろしいですか。 

 

（なしの声） 

 

議 長     ないようですので承認といたします。 

 

議案第１７号 農地法第４条の規定による許可申請について 

議 長     続きまして、議案第１７号 農地法第４条の規定による許可申請についてお

諮りいたします。本件につきましては本日午前１１時００分より、当番委員で

あります、谷本委員・涌嶋委員・藤井代理・森石局長・隅主任と私の６名で行

っておりますので、谷本委員より報告をお願いいたします。 

 

１番  １番 谷本です。報告いたします。会長からありましたメンバーで現地を確

認してまいりました。何の問題もないと判断しましたんでご報告します。なお、

一回工事してあるような跡があったんですけど、畑に戻してあるということで

ございます。以上です。 
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議 長  只今、報告がございました。皆さんで何かご質問等ございますでしょうか。 

 

（なしの声） 

 

議 長     異議ないようでございますので、議案第１７号につきましては承認といたし

ます。 

 

議案第１８号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議 長     続いて、議案第１８号 農地法第５条の規定による許可申請についてでござ

いますが、本件につきましても、先程と同様に現地の調査に行っておりますの

で、続いて谷本委員より報告をお願いいたします。 

 

１番  １番 谷本です。ご報告します。同メンバーで現地の確認をいたしました。

何ら問題ないと確認いたしましたので、ご報告いたします。 

 

議 長  只今、報告がございました。問題なしということでございます。皆さんのご

質問・ご意見ございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議 長     ないようでございますので、議案第１８号につきましては承認といたします。 

 

議案第１９号 農用地利用集積計画の決定について 

議 長     続きまして、議案第１９号 農用地利用集積計画の決定について。この件に

つきましては、該当委員がございますので、該当委員にかかる案件を先に審議

させていただいてもよろしいでしょうか。 

 

（はいの声） 

 

議 長  異議なしということでございますので、それでは、農業委員会等に関する法

律第３１条の規定により、該当委員の退席を求めます。２４ページの番号４２

番は、西谷昭良推進委員に係る案件でございますので退席を求めます。 

 

（西谷昭良推進委員 退席） 

 

議 長     事務局、説明を。 

 

事務局     ２４ページ番号４２番でございます。土地の所在地は○○○○○の１筆４０

０㎡でございます。譲受人・渡人等は記載のとおりでございまして、３年間の

賃借権の設定でございます。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件

を満たしているものと考えます。以上でございます。 
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議 長     只今、説明がございました。ご質問・ご意見ございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議 長     ないようでございますので承認といたしますので、西谷委員の入場を求めま

す。 

 

           （西谷昭良推進委員 入場・着席） 

 

議 長     西谷委員へ、只今の案件につきましては承認となりましたのでご報告いたし

ます。では、その他の項について。 

 

事務局     １０ページでございます。利用権設定各筆明細等集計表につきましては、田、

畑、樹園地の合計が１５２,３７３㎡でございます。利用権設定各筆明細につき

ましては１０ページから２６ページまでの記載のとおりでございます。 

利用権設定を受ける者の農業経営の状況等につきましては、２７ページから

２９ページまで記載しております。いずれも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いるものと考えます。以上でございます。 

 

議 長     全体につきましてのご質問ございませんか。 

 

 ２番  ２番 德田です。４３番の、受人が○○○の○○○○さん。どがな人かなと。 

 

事務局  新規就農で、ニンジンとかそういったものを熱心にやっとられる方でござい

ます。 

 

議 長  わかりましたか。他にございませんか。ないようでしたら、只今の１９号に

つきましては承認といたします。 

 

議案第２０号 遊休農地解消対策事業助成金交付に係る遊休農地の認定について 

議 長     続きまして、議案第２０号 遊休農地解消対策事業助成金交付に係る遊休農

地の認定についてでございますが、皆さんに審議してもらう前に、先程と同じ

ように、該当委員があります。西谷昭良推進委員に係る案件でございますので

退席を求めます。 

 

（西谷昭良推進委員 退席） 

 

議 長     これも現地の調査に行っておりますので、谷本委員より報告をお願いいたし

ます。 

 

１番     １番 谷本が報告します。同メンバーで現地を確認に行ってまいりました。地

図にありますように、道路と道路の間のわずかな４００㎡、４畝の田んぼでご
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ざいます。上も畦畔高いですし、下も畦畔高いですし、これをきれいに耕耘し

て草を刈ると大変だなと、実は現地を見て、これをちゃんとしてやるってのは

いいことだなというような思いをしたわけでございますけれども、ちっさい木

も田んぼの中に生えておりますし、畦畔等の草は全部刈ってないということで、

金額的に言いますと、１０ａあたり３万円が妥当でないかという判断をいたし

ましたので、報告いたします。 

 

議 長     只今、報告がございました。この件につきましては３万円が妥当ではないか

ということで報告がございました。皆さんのご質問・ご意見をお受けいたしま

す。はい、德田委員。 

 

 ２番  ２番 德田です。これ、利用権設定のところにもあるんですけど、○○○さん

の分を４畝を借りて耕作、遊休地ということで出ておりますけど、○○さんが

持っておられる自作地経営面積の面積は約４反。他は貸し付けをされておられ

るのはわかるわけですが、この４畝は今まで作っておられる中での遊休地とい

うことでしょうか。 

 

議 長  担当地区の委員が山本委員ですので。説明してください。 

 

１８番  １８番 山本です。この田んぼに関しては、○○さんが一括して○○さんに農

地を借りていただくってことで、契約されたんです。その中にこの田んぼがあ

ったわけです。なんか確認できんかって、荒れとって、そんで、農林課からこ

こもあるでってことで、追加の認定になったです。で、荒れてるんでどうかな

と思って今回出させていただきました。借りていただいてありがたいと思って

おります。 

 

議 長  去年、西谷昭良委員が、○○さんが病気でもう農業できないということで、

実際に地元に住んでおられんし、それで、山本委員と担当地区の委員があっせ

んをして○○○○に見てもらって、じゃあ私が全部作ってあげるよということ

の中の一つだったんです。それが落ちとったってことです。それが遊休農地に

なっとったと。そういうことです。他にございませんか。よろしいですか。 

 

（はいの声） 

 

議 長     それでは、承認といたしますので、西谷委員の入場を求めます。 

 

           （西谷昭良推進委員 入場・着席） 

 

議 長     西谷推進委員へ報告いたします。只今の案件につきまして、４００㎡の水田

でございますが、現地を見た限りで、両サイドも１ｍ以上のカヤとか草が生え

とるし大変だと。水田の中も草が生えとるし、１０ａあたり３万円ということ

で決定いたしましたので、報告いたします。 
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議案第２１号 倉吉農業振興地域整備計画の変更について 

議 長     続きまして、議案第２１号 倉吉農業振興地域整備計画の変更についてでご

ざいますので説明します。 

 

事務局  それでは、議案第２１号 倉吉農業振興地域整備計画の変更についてご説明

をさせていただきます。３３ページをご覧いただきたいと思います。今回、２

件の変更協議が出ております。まず、協議番号 倉吉３について、３４ページ

からの資料でご説明させていただきます。１として除外後の計画用途につきま

しては太陽光発電設備でございます。除外の理由につきましては、そちらに記

載してあるとおりでございます。協議地は、倉吉市○○○○○○○○○○○○

他３筆、合計１,５５２㎡。所有者は○○○の○○○○でございます。３番の協

議地の概要ということで、施設の設置者は○○○○○○の○○○○○○でござ

います。関係機関との調整状況につきましては３５ページ５番、６番のとおり

でございます。それから、市町村長の考え方につきましては、３６ページの別

紙のとおりでございまして、農振の除外５要件についてそれぞれ記載されてお

り、いずれも要件を満たしております。 

続きまして、協議番号 倉吉４でございますが、４１ページでございます。除

外後の計画用途はクヌギの植林でございます。協議地は、○○○○○○○○○

○他１筆。所有者は○○○○○○の○○○○。２筆で４,００２㎡でございます。

施設の設置者も本人でございます。こちらも同じように、４２ページに関係機

関との調整状況、４３ページに市町村長の考え方ということで記載されており

まして、要件を満たしていると考えます。 

３３ページに戻っていただきまして、こちらを農地区分及び許可基準に当て

はめますと、まず倉吉３の太陽光発電の方は、農地区分は、小集団の生産力の

低い農地ということで第２種農地。許可基準につきましては、代替地なしで、

転用見込みが有りと判断しております。倉吉４につきましては、○○○○の植

林ですが、こちらも小集団の生産力の低い農地で第２種農地。許可基準につき

ましては、周辺農地に影響なしということで、許可が可能だと考えております。

以上でございます。 

 

議 長  只今、農業振興地域整備計画の変更にいて説明がございました。何か皆さん

でご質問等ございましたら。はい、影山委員。 

 

影山推進委員  関金の影山といいます。会長から前段、最適化推進委員は会議の議決権はご

ざいません。今回私は一緒になって会議を聞かせていただきまして、私だけが

いつも発言すると、なんか申し訳ないような気でおりますけれども、ちょっと、

農用地の除外の書き方と言いますか、捉え方と言いますか、ちょっと私なりに

申し上げておきたいと思うんですけども、まず、○○さんの年齢が書いてない

ということなんですけども、本人からの申請が、除外の理由ということで書い

てございます。３６ページにも必要かつ適当な要件ということで書いてありま

すが、文章がずっと同じものです。最後に、具体的な転用計画もあることから

必要と考えるとなっておりますが、この検討のところが必要な除外の理由を受
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けて、こう考えて、適当と考えるということでございまして、母と二人で耕作

しているが、本人が何歳ぐらいなのか年齢が不明だということ。それから、た

くさんの土地を持っていて作付けがとても多いと書いてありますけど、現在作

付けしている面積がいくらか。あるいは、何を作付けしているのか。そういっ

たものが無くて、要するに、確かにそうだと思いますけれども、算段をするの

にそういう具合に受けて、そういう状態で、実際できるのかということで、要

は、受けて、そういう具合の判断に持って行くべきじゃないかなと僕は思った

んですが、これは私なりの意見でございますが、もしそういうように受けとっ

たらそのように持って行ったらどうかなという意見です。以上です。 

 

議 長  今日の会議、農林課の担当の中嶋さんが来ておりますので、説明をしてくだ

さい。○○○○さんについて。経営規模とか。そのために来てもらっとるだけ。 

 

農林課  除外後の計画の理由と必要かつ適当な要件のところが同じようなことにな

りまして、申請者さんから聞き取りをしたことを理由に挙げております。土地

の面積とか何を作付けしているのかといった詳細部分までは聞き取りをして

おらず、こちらでも台帳とかでも調べたりするんですけど、特に、そこまで詳

しいことはあげれてないので、今後必要でしたら、今後聞き取り調査をしよう

かと思います。 

 

議 長  影山委員、詳しいことはわからんようで、年齢は７０歳です。農業をしてお

ります。春は田植えの受託作業をやっておりますし、秋は刈取りの受託作業を

して、自分とこの集落にある作業場で乾燥も籾摺りもして、出荷しとります。

そういう人です。よろしいですか。それから、自分も水田を持って、作付けし

とります。 

 

影山推進委員  今回、これということではなくて、要するに、この説明を裏付けるものの要

件が、説明があった方がええではないかということです。ただそれだけです。

その判断に至ったものが、これだと、そう言っとることが妥当だというように

書いてあるわけだけど、その妥当とする根拠は何かというのが書いてあった方

がいいではないかと。ただそれだけです。以上です。 

 

議 長  妥当だっちゅうのはどういうことかちゅうのが書いてほしいということで

すね。次からの件について、農林課でちゃんとするようにして貰いますので、

良いですか。 

 

農林課  はい。 

 

議 長  では、今日のこの件はこれでということで、先に進めさせていただきます。

どうもご苦労さんでした。 
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議案第２２号 農地法第３条第２項第５号の別段の面積の設定について 

 

議 長     続きまして、議案第２２号 農地法第３条第２項第５号の別段の面積の設定に

ついてお諮りいたします。事務局、説明をお願いします。 

 

事務局     それでは、農地法第３条第２項第５号の別段の面積の設定についてというこ

とで、ご説明させていただきます。別紙で「下限面積について」という資料を

お配りしていると思いますので、ご覧いただけたらと思います。それではまず、

農地法第３条第１項について記載させていただいております。農地に関する権

利設定または権利の移転について、農業委員会の許可を得なければいけないと

いう規定でございます。次に、農地法第３条第２項第５号で、いわゆる下限面

積について規定がされております。太字にしておりますが、北海道を除く都府

県は５０ａが法定の基準となっております。５反です。倉吉でも、５反より下

げているところがございますが、５０ａの後の括弧書きの部分です。農業委員

会が農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域の全部又は一部について

これらの面積の範囲内で別段の面積を定めることができるということでござい

ます。これが、いわゆる、５０ａ、５反より少ない下限面積を設定している根

拠でございます。この農林水産省令という部分ですが、裏面をご覧ください。

農地法施行規則第１７条にこの基準が規定されておりまして、まず、第１項第

２号の部分で、設定しようとする下限面積以下の農家がおおむね１００分の４

０を下らないように算定されるものということが、まず、１項で規定されてお

ります。次に第２項で、２項の１号、２号、いずれにも該当する場合は、先ほ

どの１項の規定にかかわらず適当な面積を定めることができるとされておりま

す。まず、２項の１号では、適当な利用を図る必要がある農地が相当程度存在

すること。２号では、小規模農家が増加することによって農業上の支障がない

こと。このいずれもを満たせば、１項の１００分の４０を下らないようにとい

うのに関係なく下限面積が設定できるようになっております。それから、もう

一度表に戻ってもらって、参考で下の方に農地法施行令第６条第３項、特に第

３号を載せております。これは、本日の３条の申請でもあったんですけど、下

限面積を満たしてなくても取得できる場合ということで、この１号２号３号が

あります。特に、今回の３条、○○の案件でもあったのが、３号の「その位置、

面積、形状等からみてこれに隣接する農地と一体として利用しなければ利用す

ることが困難と認められる農地につき、当該隣接する農地を現に耕作している

者が権利を取得する場合」ということで、やっております。以上、簡単ですけ

ど、下限面積について説明させていただきました。 

  それでは、議案に戻っていただきまして、４８ページをご覧いただきたいと

思います。農業委員会が毎年下限面積を、別段の面積を設定または修正するこ

とを審議するようになっておりまして、今年度、一度、お諮りさせていただい

たんですけども、見直しを総務委員会で検討するということで、再度検討させ

ていただきまして、今回、４８ページのとおり見直しを提案させていただきた

いと思います。根拠につきましては４９ページ。先ほど説明させていただきま

した、施行規則１７条第１項の検討でございます。真ん中から少し右側に太枠
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で囲っておりますけども、現行下限面積以下の割合というところがございます。

ここが先ほどの、１００分の４０を下ってはいけないということで、現行では、

ちょっと色が薄くなってる部分ですけれども、西郷、上井、倉吉、それから北

谷、上小鴨、山守、南谷が１００分の４０を下っているところでございます。

逆に言えばここは下限面積を上げる必要があるという状況になっております。

それから、次の５０ページをご覧いただきまして、今回こちらで、先程の施行

規則第１７条第２項を検討させていただいております。ちょっと、今までのと

は違う形で地区を、上北条・西郷ですとか、上井・倉吉ですとか、複数の地区

をまとめさせていただいておりますが、それによって、一番右の二つの欄です。

遊休農地がそれぞれの地区に相当程度存在するということが認められますので、

表の一番下に書いてありますが、黒丸のところで、１７条１項で言う１００分

の４０を下回っていますが、各地区に相当程度の遊休農地が存在すると認めら

れるということと、それから、全地区において下限面積を下げることにより農

業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じるおそれがないと判断する

ということで、総務委員会で、こういった内容で協議させていただきまして、

今回、全地区について引き下げをしたいと思っております。戻っていただきま

して、４８ページのとおりでございます。まず、上北条・西郷地区につきまし

ては２０ａ。続きまして、上井・倉吉地区については１０ａ。それから、灘手・

社・北谷・高城地区は３０ａ。小鴨地区は２０ａ。上小鴨地区は３０ａ。それ

から、関金の山守・南谷・矢送は４０ａということで、変更をさせていただき

たいと思いますので、ご審議をお願いします。 

 

議 長     只今、詳しく説明がございましたが、下限面積の件でございますが、かねて

から私もちょっと気になっとって、農地を取得したいだけども下限面積の関係

で取得できないというようなことも聞いておりまして、でないと、農地がその

まま投げられちゃうと。親戚の人が甥に向かって、もうよう作らんけ作ってご

せと。やるけと言われても面積が足らんけ貰っても登記もできんし、投げとき

ゃ荒れちゃうしなんとかならんかいなというのが私の聞いた意見があって、ほ

んで、ここで見直しをしたほうがいいかなということで、総務委員会にお諮り

いたしまして、ここに今発表があったような下限面積の設定をしたわけでござ

います。それにつきまして、皆さんのご意見・ご質問等がございましたら。よ

ろしいですか。 

 

（はいの声） 

 

議 長     異議がないようでございますので、下限面積につきましては、提案のとおり

に承認をさせていただきます。いつから。 

 

事務局  承認いただいてありがとうございます。これから、これを告示したりして決

定したいと思うんですが、施行時期はいつからにさせて頂きましょうか。 

 

議 長  ９月１日がいいかな。 
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事務局  ９月１日でよろしいでしょうか。じゃあ、９月１日の施行できるようにさせ

ていただきます。ありがとうございます。 

 

議 長  それでは、９月１日より施行ということでございますので、よろしくお願い

します。 

 

 ８番  ちょっと意見を言わせてもらっていいでしょうか。法人をやっとりまして、

自分の持っとる土地を法人に出してしまっとる。と、水田が、かなりになるん

ですけど、所有面積が足らんってなって農地を買うとかそうなった時には、借

りて３０になるとか４０になるとかいう仕掛けをしながら土地を取得した経緯

があるですけど、やっぱり、その辺はやむを得ん。そういうことで買えんでと。

そういう手続きをして３０なら３０になるような形にして土地を買ってもらう

ようなことしかできんわけですか。 

 

議 長  下限面積だけどがにもならんわな。一応、そういうことがあって、４０から

３０に下げたと。３０ａに下げた点である程度緩和してくるから、少しでも面

積が少ななるから、今までみたいに借りた土地を含めて３反あればいいという

ような形でいかんとどがにもならんじゃないかなと思います。 

 

 ８番  灘手の津原のへんは特に耕地整理が済んでない１０ａ未満の何畝みたいな畑、

たまたま道路付きがええ場所だけは作っとられるけど、ちょっと奥に入ったら

もう作ってもらえん。隣の人に作ってもらうのがええだろうなと思うですけど、

そうなったら、その面積、ちょこっと買ってもらうには、その人らもみんな田

んぼは、ほとんど出しちゃっとるけ、持っとる畑の面積でやりかけると、ぎり

ぎりみたいな人が多くて、なんとかこの人の畑、田んぼをあんた買ったげない

なとか作ったげないなという仕掛けは難しいっちゅうことかな。 

 

議 長  結局、組合に提供しちゃっとると、そういう個人の面積がなくなっちゃうだ

んな。だけ、買えんっちゅうことだ。なかなか３反ないと。畑寄せても３反な

らんと。そういう組合に提供しちゃっとる場合もある。所有面積が足らんだ。 

 

 ８番  そういうことです。そういうこともあるっちゅうことを。 

 

議 長  実際は自分のもんだけども、出しちゃっとる。一時的に返してもらってする

方法しかないだが。だけ、１反でも少なくなったけ、ちったあ楽になったでな

いか。 

 

 ８番  そういうことですね。そういうふうに解釈します。 

 

議 長  こうやって全体的に下げてなんとかそういう具合に土地が流れるようなこと

をせんと、遊休農地、荒れ放題で荒廃農地を投げとくわけにならんもんで、ち

ょっとこがな方法を取ってみたです。他にございませんか。はい、鐵本委員。 
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１１番  １１番 鐵本です。一つは、農地の下限面積ってしたのは、農業せん人が、な

ら持っていいかというようなぶい投げになっちゃやせんかというようなことで

下限面積が設定してあるじゃないかということが委員会の中でありまして、そ

ういっても、世間での今の情勢もありますし、今、これでやってみて不都合が

あればまた見直ししょいなということで結論が出ましたんで、これが最終結論

じゃなくて、やってみた上で、どうもこれは、逆に面積増やした方がいいじゃ

ないかとかいう問題が出りゃ、委員会として協議したらということがありまし

たんで、ちょっと報告がてら。 

 

議 長  全国的にみると、２８％ぐらいがどんどん下げとるみたいです。極端に言う

と１畝ってとこがあります。１畝持っとれば買える。よその県の市街地でそう

いうところもあります。それで極力、ここにあるように上井とか倉吉について

は下げて１０ａに落といたということなんです。これでやってみて、さっき委

員長が言いましたように、とりあえずこれでやってみようかということなんで

す。よろしいですか。 

 

   （はいの声） 

 

議 長  それでは、以上で議事は終結といたします。 

 

（６）その他 

議 長     日程（６）その他の項に入りたいと思います。（１）農地法第４条の規定によ

る許可を必要としない届出について。隅主任からお願いします。 

 

事務局  それでは、別冊―その他報告・連絡事項―の資料をご覧ください。資料の２

ページでございます。（１）農地法第４条の規定による許可を必要としない届出

書につきまして、①として、○○の○○○○さんの農舎を記載しております。

届出地、位置図につきましては以下記載のとおりでございます。既存の農舎に

隣接する形で新規の農舎を建築されるものです。②が○○の○○○○さんの農

機具用倉庫（ハウス）でございます。届出地、位置図については以下のとおり

でございます。 

続けて、４ページからの（２）農地法第５条の規定による許可を必要としな

い届出書についても説明させていただきます。①届出者は中部総合事務所長。

河川砂防課でございます。転用目的は、大立下谷川火山砂防工事に伴う土砂仮

置き場および資材置き場等でございます。請負業者は○○○○ ○○でございま

して、届出地、位置図等は以下のとおりでございます。②は倉吉市の建設課の

工事でございます。大立の単県斜面崩壊復旧工事で、こちらも届出地や位置図

は以下記載のとおりです。それから、６ページ③でございますが、中部総合事

務所維持管理課の工事でございまして、すでに届出のありました穴沢の工事の

期間の延長の届出があったものです。５月３１日までとなっておりましたが、

６月１日から９月３０日まで延長させていただきたいということでございます。

以上です。 
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議 長  続きまして、（３）あっせん申出のあった農地及びあっせん委員の選任につい

て。 

 

事務局     あっせん申出が３件出てきております。まず、７ページ①、相談者は○○○

○さん、○○さんのお二人から相談いただきました。土地の所在は○○の３筆

でございます。賃貸借および使用貸借でもということで、お願いがございまし

た。続きまして、８ページ②、こちらも○○、○○になりますが、○○○○さ

んは○○○○○○○の方ですが、お父様が○○○に一人でおられて、ご相談が

ございました。これは、もう県外におるので売却したいというご相談で、売買

のご相談でございました。９ページ③、○○○○さん。○○○の方でございま

す。○○○○の畑１筆の売買もしくは賃貸借のご相談でございました。以上、

３件のあっせん委員の選任をよろしくお願いします。 

 

議 長  では、あっせんについて先にさせていただきますが、①○○の件ですが、北

谷地区の委員。松本委員と西谷昭良委員。それから②の○○の分と。これは○

○○の○○○○○の息子だから。今、○○○に家はあるけど住んどんならん。

こんなもなら。それから、③の○○○○。社は田倉委員と塚根委員が近いかな。

二人でお願いします。 

 それでは、（４）農地等あっせん活動の状況について報告をお願いいたします。

松本委員。 

 

 ４番  ４番 松本です。この農地は、まず、日陰で、ゴズボがどーっと。細長い田ん

ぼで、それで、現地確認や地元の人等に、○○の鳥居があって、それを右に入

った山の大きい木が生えとる下の日陰で、しかもゴズボだらけと細長い、水田

かどうか確認ができないような。それで、タダでもいらんって、この福本の人、

５、６人ちょっと、これは買うかな、貰うかなって感じで交渉してみましたが、

とてもタダでも要らんというような状況の水田なんです。水田という状況がも

う見れんような。４年ほど前に、○○の人が作っとったけど、途中で、よう作

らんっていうことで○○さんに言わええけど、それも言ってないという状況で、

○○さんもかなわんで相談に出したと。こういうような状況でした。 

  日陰と木が。水は整備すりゃ来ると思うけど。この段々になった水田です。

その一番下。隣が大きい木が生えとるけ、タダでも要らんって。以上です。 

 

議 長  （５）その他。 

 

事務局  １１ページからですが、委員選任関係の関係法令について。委員の補充につ

いての先月の農業委員会でのご質疑を受けまして、関係法令を整理いたしまし

て抜粋を載せておりますのでご確認ください。１１ページには委員任命に関す

る事項について、農業委員会等に関する法律を記載しております。１２ページ

には施行規則の中で募集方法について決められております。１３ページには倉

吉市の定数条例。それから、選任に関する要綱ということで、これの１０条に

は委員の補充に関して記載しております。１４ページには審査方法について。
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評価委員会の設置について要綱を制定しております。その他、１５ページから

１８ページには同様に、農地利用最適化推進委員に関する根拠法令の抜粋を記

載しておりますのでご確認お願いいたします。 

   

議 長  以上でこちらからの議案の提案は終わりましたけれども、皆さんからその他

で。はい、隅主任。 

 

事務局  一つ、ご報告をさせていただきます。農地法第１８条第１項関係でございま

す。平成２９年の第９回、１２月の農業委員会でご審議いただきました、○○

○○○○の賃貸借の解除の案件でございます。大変長い時間がかかりましたけ

れども、県から回答と言いますか、処分が届きまして、内容につきましては却

下ということで、却下の理由につきましては、区画整理の換地の時の状況やそ

の後の耕作がされてない状況から考えて、少なくとも今現在、賃貸借契約はな

いものと判断されたため、賃貸借契約がないものの解除の許可も不許可もない

ということで、却下ということで通知が来ております。今後、転用を見込んで

の解除の申請でしたので、これから転用の申請が出てくるものと思われます。 

 

議 長  こないだ事務局とも協議しただけど、農地台帳の賃貸借の記載の消去につい

ては、保留っちゅうことにしときましょうか。農業委員会で、皆さんで相談し

たら、ちょっと待たいやってことで。いいかな、それで。 

 

（はいの声） 

 

１１番  ５月２２日に農業会議の役員推薦会議って、何か役員を改正するようなこと

があったんでしょうか。 

 

議 長  説明します。実は、６月２２日に農業会議通常総会が鳥取でございまして、

その時に、任期満了に伴う会長、副会長、監事の互選会がございます。それで、

こないだ５月２２日はとりあえず監事と理事の推薦会議がありまして、東部で

は理事に智頭の小林会長。中部では私が今回新しく理事。西部では南部町の恩

田会長が理事。そして、中央会の谷口会長が理事。北栄町の松本町長が理事。

そして、今の上場会長、担い手機構の理事長が理事という、６名の理事でござ

います。監事が新たに八頭町の横山会長。そして、中部からは三朝の山本会長

が監事。西部からは米子の高西会長が監事ということでございまして、６名と

３名ということで。そして、当日、この方たちが総会で承認された後に、別室

で理事の互選会を開きまして、会長、副会長を決めます。そして、発表して決

定ということになります。今、まだ、誰が会長、副会長というのは決まってお

りません。というようなことでございます。よろしいですか。 

  他に皆さんで何か。はい、河本委員。 

１０番  私、今、永年小作に関する土地のあれで３件ほど係わっておるんです。それ

が、倉吉の農業委員会は永年小作の解約の時っちゅうか、そういうふうないろ

んな事例がありますけど、無条件で返しますという場合もありますし、金何ぼ
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か出しゃ返すとか、そういうのもありますんで、倉吉の見解っちゅうのを。交

渉のしようがないんです。一つ例を挙げると、地主が区画整理した田を返すと。

そのかわり賦課金を払った分を出せと。返される方ももう耕作する設備も何も

ないですし、金だけはくれと言われた。それで、非常に困っちゃうんです。 

 

議 長  それは、払っとる人が承諾して自分が払っとったでしょ。だけ、それを戻せ

っちゅうことは言えません。それはおかしいことです。 

 

１０番  そういう形で個人交渉。私は、無条件で返すっちゅうんだったら無いよとい

う話をしたんですけど、直接話をして。 

２０年耕作してなかったら無条件で解約であれだという例というか、見解と

いうか、そういうふうな形が出せれんかなと。 

 

議 長  今から１０何年前か、私がまだ農業委員になる前だっただけど、連絡があっ

て、いわゆる、水田がバイパスで買い上げになったと。たかが４畝ほどの田ん

ぼ。それを、耕作者は別な地区の人で作っとった。地主は北谷地区の人だと。

耕作者は高城の人。そこで揉めたわけだ。四分六だ。六分ごせと。それで、わ

しが当時、道路の関係で地区の協議会長をしとったもんだから、用地買収の件

も話しとった時だったもんで、そんな四分六だ、当時、五分五分っちゅう話が

あった。そしたら今度は農業委員会から電話が掛かってきて、どがにいだいな。

農業委員会のしよる時でなかったかな。ちょっと聞かせごせと。いや、五分五

分って話で進んどるみたいだけど、どがなかいな。農業委員会としてはどうの

こうの言えんっちゅうわけだ。四分六とか、五分五分が正しいとか。あとは本

人同士の話だと。当事者同士で話せえっちゅうことで、結局、ちょっと私が入

っとったもんだけ、五分五分で半分半分。そういう経過がありました。それは

基盤整備してないとこだけな。農業振興地域外。そういうこともあって、だけ、

一概に農業委員会が、じゃあ五分五分にしなさいとか、四分六にしなさいちゅ

うようなことは言えんで。立場じゃないで。 

 

 ８番  だけど、今のはたぶん久米水田の田んぼになるかな。 

 

１０番  もあるし、畑もある。 

 

 ８番  そこでやる、換地するときにはそういうのはほとんど清算するときには決め

てやっとるはずだけどな。それまだ残ったまんまみたいになっとるか。 

 

議 長  だけど、今見たら、例の、あれ、もともとあそこにあったもんだか。 

 

１０番  近辺にあった。 

 

議 長  あったか。ほんで、小作者が一緒に作っとるけれども、借りて。耕作しとら

んだが。打っちゃ投げ打っちゃ投げ。何十年も。それで今、問題になっとる。
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で、わしが聞いたけ、本人と話をして、清算して買うなら買えよと。逆に買え

って言ったっただ。わずかな金額で清算しちゃえや。作らずに投げとって、小

作だ永年小作だ言ったって通用せんわいなと言ってやった。まあ、そんなんは

地元の委員さんに任せるけ。また、それはちょっと、ここでどうのこうの言え

る立場じゃないで。よそでもそういうことがあったら教えてください。 

 

 ４番  永代小作なんて言葉が今でもあるだかい。 

 

議 長  昔は永代小作だなんだってずっとあっただわ。昭和３０年代、４０年代の後

半ぐらいまであっただいな。だけど５０年代後半からはなくなってきとる。基

盤整備しちゃって。ところが、今の場合は、基盤整備した田んぼをそのまま小

作者に作らせて、小作者、耕作者が賦課金を払ってきとるだ。ずっと。そいで

ちょっとおかしいだわ。地主が払って、小作料貰って作らしとるならええだけ

ど。小作料貰わずに賦課金払っとる。ちょっとそこはややこしいとこが。また、

それは検討しましょう。いろいろと。他にありませんか。 

 

（なしの声） 

 

議 長  ないようでしたら、これをもちまして今日の定例会を閉会といたします。 

 

― 午後２時５５分 閉 会 ― 

 


