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令和３年度 第８回倉吉市農業委員会会議議事録

１ 開催日時 令和３年１１月１０日（水） 午後１時３０分から午後２時５０分

２ 開催場所 倉吉市役所 第２庁舎 ３階 会議室３０２

３ 出席委員 （２７人）

会長 １５番 山脇 優 委員

農業委員

１番 早田博之 委員 ２番 髙見美幸 委員 ３番 船越省吾 委員

５番 吉村年明 委員 ６番 藤井由美子 委員 ７番 河野正人 委員

８番 福井章人 委員 ９番 鐵本達夫 委員 １０番 衣笠健一郎 委員

１１番 室山恵美 委員 １２番 山下賢一 委員 １３番 筏津純一 委員

１４番 松本幸男 委員 １６番 山田有宏 委員 １７番 原田明宏 委員

１８番 數馬 豊 委員 １９番 美田俊一 委員

農地利用最適化推進委員

西谷美智雄 委員 涌嶋博文 委員 塚根正幸 委員 田倉恭一 委員

山本淑恵 委員 藤原 治 委員 林 修二 委員 小谷義則 委員

鳥飼 巧 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 42号 農地法第３条の規定による許可申請について

議案第 43号 農地法第５条の規定による許可申請について

議案第 44号 非農地・非採草放牧地現況証明申請について

議案第 45号 農用地利用集積計画の決定について

議案第 46号 倉吉農業振興地域整備計画の変更について

議案第 47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

議案第 48号 農用地利用配分計画について

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 梶本 幸敬

主任 宮本 哲博
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７ 会議の概要

(１) 開 会

事務局 只今より、令和３年度第８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 （会長あいさつ）

※ 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、会長が議長となり会議を進行し

ていただきます。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すが、私の方から指名させていただいてもよ

ろしいでしょうか。

（はいの声）

議 長 それでは指名をさせていただきます。１７番 原田委員、１８番 數馬委員に

議事録署名人をお願いいたします。

※ 欠席・遅刻届連絡委員の報告

議 長 本日の欠席委員はございません。全員出席でございます。

(４) 連絡・報告事項

議 長 続きまして（４）連絡報告事項、事務局お願いします。

事務局 令和３年度第８回倉吉市農業委員会会議報告及び予定事項でございます。別

紙をご覧ください。（以下事務局説明）

(５) 議 事

議 長 それでは（５）本日の議事について、事務局より説明をお願いします。

事務局 本日の議事についてご説明をさせて頂きます。議案第４２号 農地法第３条

の規定による許可申請でございます。議案の２ページのとおり３件の申請でご

ざいます。番号１は○○○○○○○○○○○○の公売により取得するもので、

番号２と番号３は売買による所有権移転でございます。それから番号２の○○

○の○○○○○○○○ですが、こちらは○○○で広く農業経営をされておりま

してここに書いてある経営面積は全て○○○の農地でございます。農業の他に

障がい福祉サービスや介護サービスなどの事業を営む法人でございます。それ

から農地所有適格法人の要件を満たしておりますので、農地を取得して農業を

行うということができる法人でございます。番号２と番号３の売買単価が比較

的高額になっておりますけれど、こちらの農地はどちらも農振除外地で集落に

隣接している農地ですのでいつでも転用が可能ということから、売買単価が高

くなっているものでございます。下限面積につきましては備考欄に記載のとお

りで、許可要件を満たしていると考えております。
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続いて議案第４３号 農地法第５条の規定による許可申請でございます。４

ページのとおり４件の申請がございます。番号１は○○地内における植林でご

ざいます。農地区分は小集団の生産力の低い農地で第２種農地に該当します。

許可根拠は周辺農地に影響なしでございます。番号２は○○地内における駐車

場の整備でございます。申請地は都市計画用途地域の工業地域に指定されてお

りますので、第３種農地に該当し原則許可でございます。番号３は○○地内に

おける共同住宅の建築でございます。農地区分は都市計画用途地域の工業地域

に指定されておりますので第３種農地で原則許可でございます。番号４は○○

○○○地内における一般住宅の建築でございます。農地区分は小集団の生産力

の低い農地で第２種農地に該当します。許可根拠は集落接続でございます。

続いて議案第４４号 非農地・非採草放牧地現況証明申請でございます。６

ページから７ページのとおり、７件の申請が出ております。いずれも２０年以

上非農地状態が認められるものでございます。

議案第４５号 農用地利用集積計画の決定についてでございます。１０ペー

ジから３４ページのとおり７２件の利用権設定の申し出と３５ページのとおり

所有権移転が１件ございます。

議案第４６号 倉吉農業振興地域整備計画の変更については、４１ページの

とおり３件農用地からの除外の協議が出ております。

議案第４７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は、

６４ページのとおり提案させていただきます。空き家に付随する農地について

下限面積を設定するものでございます。

議案第４８号 農用地利用配分計画につきましては７０ページから７２ペー

ジのとおり４件の協議がございます。以上でございます。

議案第４２号 農地法第３条の規定による許可申請について

議 長 はい、それでは早速議事に入らせていただきます。議案第４２号 農地法第

３条の規定による許可の申請について委員の皆さんにお諮りいたします。議案

に対する質疑を求めます。ありませんか。

（質疑なし）

議 長 ないようですので、賛成の農業委員の方の挙手をお願い致します。

（賛成者 挙手）

議 長 はい、ありがとうございます。それでは議案第４２号につきましては全員賛

成ということで承認といたします。

議案第４３号 農地法第５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４３号 農地法第５条の規定による許可申請についてお

諮りいたしますが、本件につきましては本日午前１０時００分より、当番委員

であります早田委員、小谷委員、藤井代理、森石局長、宮本主任と私の６名で

現地の調査に行っておりますので、代表して小谷委員より報告をお願いします。

小谷推進委員 推進委員の小谷でございます。今会長から発表ありました６名にてですね本

日現地調査に行ってまいりました。その中で３番につきましてはですね若干、
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そんなに大きな草ではないんですが少しまあ農地としては見苦しいというよう

なことで、この３番については草刈りを実施した後で事務局のチェックを受け

ていただこうという結論になりました。１番、２番、４番につきましては全員

が問題なしとそういう判断をいたしております。以上です。

議 長 はい、ありがとうございました。それでは議案に対する質疑を求めます。あ

りませんか。よろしいですか。

（なしの声）

議 長 ないようですので賛成の農業委員の方の挙手を求めます。

（賛成者 挙手）

議 長 はい、ありがとうございます。全員賛成でございますので議案第４３号につ

きましては承認といたします。

議案第４４号 非農地・非採草放牧地現況証明申請について

議 長 続きまして議案第４４号 非農地・非採草放牧地現況証明申請についてお諮

り致しますが、本件につきましても現地の調査に行っておりますので先程と同

様、小谷推進委員の報告を求めます。

小谷推進委員 推進委員の小谷でございます。ナンバー３番から７番につきましてはほとん

ど同一の地域でございまして、１カ所と言ってもいい感じなんですけれども。

１番と３、４、５、６、７この２カ所につきましてはですね、調査の結果問題

なしという６名の判断に至っております。あと２番の○○の分なんですけれど、

ちょっとここは今日現地調査には行っておりません。事務局からの写真等を何

枚か参考にしまして問題ないだろうという結論になっております。以上です。

議 長 はい、ありがとうございます。先程委員から報告がございましたが、２番に

つきましては当日車が入らないということで事前に職員が現地に赴いて写真

を撮ってきております。皆さんのお手元の一番最後の方に写真が載っているか

と思いますが、水田にできるような状態ではございません。イノシシの運動場

になっとるようでございまして、そういうことで写真判定をさせていただいた

ということが現実でございます。以上で報告は終わりましたので、皆さまのご

質疑を求めたいと思います。いかがでしょうか。

（なしの声）

議 長 それではないようですので、賛成の農業委員の方の挙手をお願い致します。

（賛成者 挙手）

議 長 はい、ありがとうございます。全員賛成でございますので承認と致します。

議案第４５号 農用地利用集積計画の決定について
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議 長 続きまして議案第４５号 農用地利用集積計画の決定についてでございます

が、本日の農用地利用集積計画の各筆明細に該当委員に係る案件がございます

ので、事務局より全体の説明を受ける前に該当委員に係る案件を先に審議させ

ていただくことにご異議ございませんか。

（なしの声）

議 長 異議なしということでございますので、そのように進行させていただきます。

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。

まず最初に１０ページ番号１番から１３ページの番号１１番は、議長である私

に係る案件でございますので、議長を藤井職務代理に交代し、私の案件につい

て審議することにご異議ございませんか。

（なしの声）

議 長 なしということでございますので、議長を交代させていただきます。

（議長 交代）

６番 それでは、１５番 山脇委員の案件について審議いたしますので、山脇委員の

退席を求めます。

（山脇委員 退席）

６番 それでは、山脇委員が退席しましたので１０ページ番号１番から１３ページ

の番号１１番について、事務局より説明をお願いします。

事務局 １０ページでございます。申請番号１番、○○の１筆の田、２，９６６㎡の

賃借権の設定でございます。以下記載のとおりでそのほか１３ページの番号１

１番まで、合計致しまして１８筆、３６，７１９㎡の賃借権設定でございます。

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。

６番 只今、山脇委員の案件について事務局より説明がありました。議案に対する

質疑を求めます。

（なしの声）

６番 質疑がないようですので、挙手による採決を求めます。只今の案件につきま

して、賛成の農業委員の方の挙手をお願いします。

（賛成者 挙手）

６番 挙手多数ということで異議なしと認め、この案件につきましては承認と決定

いたしました。それでは、山脇委員の入場を求めます。
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（山脇委員 入場・着席）

６番 山脇委員へ、只今の案件につきましては、異議なしということで承認されま

したことをご報告申し上げます。山脇委員の案件が終わりましたので、ここで

議長を会長に交代します。

（議長 交代）

議 長 それでは続きまして１４ページ１２番の○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○は、１９番 美田委員に係る案件でございますので退席を求めます。

（美田委員 退席）

議 長 それでは美田委員が退席しましたので事務局説明をお願いします。

事務局 １４ページ番号１２番でございます。○○の１筆１，０９３㎡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。

議 長 はい、只今美田委員の案件について説明がございました。それでは質疑を求

めます。ございませんか。

（なしの声）

議 長 ないようですので、農業委員の方の賛成の方の挙手を求めます。

（賛成者 挙手）

議 長 はい、ありがとうございます。全員賛成でございますので承認と致しまして、

美田委員の入場を求めます。

（美田委員 入場・着席）

議 長 美田委員へ、只今の案件につきましては承認されましたので報告いたします。

続きまして１４ページ番号１３番から１６ページ番号１８番につきましては西

谷推進委員に係る案件でございますので退席を求めます。

（西谷委員 退席）

議 長 それでは、事務局説明してください。

事務局 １４ページ番号１３番、○○○の１筆２５２㎡の賃借権の設定でございます。

以下記載のとおりでございまして、そのほか１６ページ番号１８番まで合計致

しまして１３筆、１７，７０７㎡の賃借権の設定でございます。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。
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議 長 只今、西谷委員の案件について説明がございました。ご質問、ご意見等ござ

いませんか。

（なしの声）

議 長 ないようですので、賛成の農業委員の方の挙手を求めます。

（賛成者 挙手）

議 長 はい、ありがとうございます。全員賛成でございますので承認といたしまし

た。西谷委員の入場を求めます。

（西谷委員 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致しましたので報告いたします。

続きまして２２ページ番号３８番は１番 早田委員に係る案件でございますの

で退席を求めます。

（早田委員 退席）

議 長 それでは早田委員が退席しましたので事務局説明をお願いします。

事務局 ２２ページ番号３８番でございます。○○の１筆８９９㎡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。

議 長 それでは只今説明がございました、案件についての皆さまの質疑を求めます。

ございませんか。

（なしの声）

議 長 ないようですので、農業委員の方の賛成の方の挙手を求めます。

（賛成者 挙手）

議 長 はい、ありがとうございます。全員賛成でございますので承認と致しまして、

早田委員の入場を求めます。

（早田委員 入場・着席）

議 長 早田委員へ、只今の案件につきましては承認されましたので報告いたします。

続きまして３５ページ所有権移転は１８番 數馬委員に係る案件でございます

ので退席を求めます。

（數馬委員 退席）
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議 長 それでは事務局より説明してください。

事務局 ３５ページの所有権移転関係でございます。所有権の移転を受ける者、○○

の○○○。所有権を移転する者、○○○○○○○○の○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○でございます。移転する土地は○○の１０筆合計１２，１

７７㎡の水田でございます。対価は１０１万円、１０アールあたりですと８２，

９４４円でございます。所有権の移転を受ける者の農業経営の状況につきまし

ては、３９ページ記載のとおりでございます。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。

議 長 只今、説明がございました。質疑を求めます。ありませんか。

（なしの声）

議 長 ないようですので、農業委員の方の賛成の方の挙手を求めます。

（賛成者 挙手）

議 長 はい、ありがとうございます。全員賛成でございますので承認といたします。

數馬委員の入場を求めます。

（數馬委員 入場・着席）

議 長 數馬委員へ、只今の案件につきましては全員賛成で承認されましたので報告

いたします。

以上で該当する出席委員の案件につきましては審議を終わりましたので、全

体の審議に入りたいと思います。事務局より説明をお願いします。

事務局 １０ページに戻ります。利用権設定各筆明細等集計表につきましては、田、

畑、樹園地の合計は２７２，４２３㎡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３４ページまでの記載のとおりでございます。

続きまして補足ですけれども、２３ページ番号４０番です。賃借権の設定で

すけれども受人が○○○○○○○○○○○でございます。この○○○○○○○

は代表取締役が○○○○さんでございます。会社設立の年月日は令和３年の２

月１７日でございます。この分につきましては解除条件付きということになっ

ております。また番号４１番です。賃借権の設定ですけれども受人が○○○○

○○○、代表取締役は○○○○さんでございます。会社設立の年月日は平成２

３年３月１日でございます。この分につきましても解除条件付きということに

なっておりますので、よろしくお願いします。

続きまして利用権設定を受ける者の農業経営の状況につきましては、３６ペ

ージから３８ページまでの記載のとおりでございます。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 只今、全体につきまして説明がございました。議案に対する質疑を求めます。
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鐵本委員。

９番 ９番 鐵本です。先程ありました２３ページ４１番の○○○○○○○ですけ

れども、これ設立は古いけども結局ここでは初めてなんでしょうか。そしたら、

大体どういうことをしているのかっていうことが全く今のところ自作、借入、

貸付とかはないんで。初めて倉吉でするのか、例えば実績があるのかその辺の

ことは説明、事務局できますでしょうか。

議 長 それでは事務局詳しく説明してください。

事務局 倉吉では初めてです。他所では実績があるということで認識しております。

当初は平成２３年からなんですけれども、改めて農業部門をきちんと登記事項

証明に記載して農業を営んでいるということは確認しております。以上でござ

います。

議 長 よろしいですか。分ったような、分らんような。

９番 なんとなくぼやっとしたような感じですけれども。まあ、今まで他から来ら

れてきちっとしている所もあればなんかあやふやな何してるんかという所もあ

りましたので、十分注意していったらと私は思ったものです。それで、○○の

ほうですので向こうでしっかりやってこっちにも手を伸ばしてできるのか、そ

うじゃなしに登記的な話なのか、その辺の事がよく分らなかったものですから。

事務局 はい、補足ですけれども本社は○○○となっております。支店を○○の方に

構えております。そこは確認させてもらって、改めて営むということで。

１４番 ○○さんのとこか。

事務局 ○○さんの実家の離れに事務所を構えて。

議 長 改装しとったわ、そういや。どういう関係があるんか。

事務局 ○○○○○でございます。

議 長 ○さんが○○に行っとったけど、それをこっちにもってきて○○さんの水田

を耕作するっちゅうことですわ。

事務局 そうですね。

議 長 今、分りました。同じ地区におっても全然分からんな。○○のガラス温室の

バラをしとんなったですけども、全部解体して撤去して自分のハウスのみでバ

ラを作っております、ビニールハウスで。それでなかなか跡取りもないし、と

いうことで多分○○か○○かどっちがが○○だったと思います。そんなんが、

会社がこっちに来てするということでしょう。大体分かりました。

９番 じゃあ、近くの委員のかたもおられるのでよく見てあげたらと思います。
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議 長 その他ございませんか。

（なしの声）

議 長 ないようですので、議案第４５号 農用地利用集積計画の決定について賛成

の方の挙手を求めます。

（賛成者 挙手）

議 長 はい、ありがとうございます。承認といたします。

議案第４６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４０ページ議案第４６号倉吉農業振興地域整備計画の変更につい

て事務局より説明をお願いします。

事務局 議案の４１ページからでございます。３件の除外の協議を受けております。

まず４２ページ協議番号３番から説明させていただきます。除外の理由等につ

きましては、梨園を廃園した後にクヌギを植林するという計画でございます。

協議地の概要等は以下に記載のとおりです。関係機関との調整状況は４３ペー

ジに記載しております。市町村長の考え方につきましては４４ページのとおり

で、４５ページ以降に図面等が続いております。

続いて４９ページの協議番号４番でございます。除外の理由等は、申請人の

父が所有する農地に住宅を建築するというものでございます。協議地の概要等

は以下に記載のとおりです。関係機関との調整状況は５０ページに記載してお

ります。市町村長の考え方は５１ページのとおりです。５２ページ以降に図面

等が続いております。

続いて５６ページの協議番号５でございます。除外後の計画でございますが、

申請人が高齢で後継者も農業を継続していくことが困難となるためクヌギを植

林するというものでございます。協議地の概要等は以下に記載のとおりでござ

います。関係機関との調整状況は５７ページに記載しております。市町村長の

考え方につきましては５８ページのとおりで、５９ページ以降に図面等が続い

ております。

それから４１ページに戻りまして、協議内容を農地区分及び許可基準に当て

はめますと番号３、４、５共に土地改良事業が入っていない農地で農地の広が

りもないため、第２種農地に該当すると判断しております。許可根拠は番号３

と番号５は周辺農地に影響なし、番号４は集落接続でございます。いずれも農

振除外の５要件を満たしておりますし、許可見込み及び転用見込みありで認め

られる事案と考えております。以上でございます。

議 長 只今、議案第４６号について事務局より説明がございました。議案に対する

質疑を求めます。ありませんか。

（なしの声）

議 長 ないようですので挙手による採決を求めます。只今の案件につきまして賛成
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の農業委員の方の挙手を求めます。

（賛成者 挙手）

議 長 はい、ありがとうございます。全員賛成でございますので、承認といたしま

す。

議案第４７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４７号 農地法第３条第２項第５号の別段の面積の設定

について委員の皆さんにお諮りいたします。それでは事務局より説明をお願い

します。

事務局 議案の６４ページからでございますが、今回提案させていただくのは空き地

に付随する農地について空き家とセットで売却したいという申請がありました

ので、表の下段にあります別表２に太字で追加された農地について面積を設定

して良いか審議をしていただくものでございます。

この度空き家バンク登録者から３件の申請がございました。まず６５ページ

ですが○○○○○の１筆、面積は３０㎡でございます。それから６６ページは

○○○○○の２筆で、面積は合計で２９６㎡でございます。それから６７ペー

ジは○○○○○の３筆、合計で１，０４３㎡でございます。

６４ページに戻っていただきまして、別表２の方にこの３件の農地を追加し

ておりますが、更に下限面積の方はこれまで１アールで設定しておりましたが

この度１アールを下回る農地の申請がありましたので、最低の０．０１アール、

１㎡に引き下げて設定したいというものでございます。以上でございます。

議 長 冒頭の挨拶のなかでお話しさせていただきましたものでございます。このよ

うに倉吉市の空き家バンクに登録いたしますと、ネット等で調べた購入をした

い方が市の方に連絡を取り、現地を見てああこの家だったら買いたいなという

希望が出てきたものがここに載っているわけでございます。そうするとたまに

こういう農地が付いたものということで。これを農地の権利を取得する際の面

積に当てはめると、ほとんどの方が家も買えないということになってまいりま

す。特に○○○は下限面積が４０アールでございますので、４０ないと農地が

付いた空き家バンクの空き家は買えないということになります。せっかくこう

やって空き家対策で市のほうが登録してですね、広くネットで皆さんに知らせ

ておるわけでございまして。せっかく購入者が見つかったのに、農地がネック

で買えなかったということが過去にも何例かございます。それで３年くらい前

に、全体的に下限面積を下げさせていただきまして○○、○○では１０アール

まで下げたんですけど、こういうもっともっと低いところでないと購入ができ

ないということが起きて参りました。やはり冒頭で言いましたように、１人で

も２人でも一つでも世帯が増えて、倉吉の人口が増えていくと。で、過疎化が

進んでいくいわゆる中山間地のほうでもこうやって人が増えれば活性化が成り

立っていくという思いから、私としては０．０１でとにかく空き家バンクから

家を買ってもらったら農地も耕して頂いて、荒廃農地にならないように家庭菜

園でも作って頂ければという思いで、皆さんに今日はこういうことを提案した

わけでございます。皆さんの忌憚のない意見を聞かせていただきたいと思いま

すが、いかがでしょうか。はい、鐵本委員。
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９番 ９番 鐵本です。最初の○○○○○ってのは前からちょっと話があって、そ

れから最近はもうほぼ話が煮詰まってきているみたいだからっていうような事

も、地区の人がそういう話をしておりました。こういうようなことで、農地付

きですけれども住んでいただける方があれば積極的に賛成したいと思っており

ます。

議 長 はい、ありがとうございます。その他ございませんか。今、鐵本委員が地元

のほうでそういう声が挙がっているということで、非常にいいことではないか

ということですが。はい、松本委員。

１４番 １４番 松本です。この問題は○○に関わらず、私のところの○○、○○で

も○○に住んどって家だけあって農地も持っとると。こういうケースっていう

のは多々あると思うんですよね、これから。それでこの別表２に限定するのか、

或いは特例でそういうのを作っておくのか。こういうのがたまたま○○で出て

るから別表っていう表現で設けたわけなんですよね。こういう問題って、倉吉

市全体から見ても出てくる問題だと思うので、この際しっかり審議していただ

いて正しく別表のような形を全域で作る方が分かりやすいと。これならこの所

だけしか通用しない。

議 長 これは市全体です。たまたま今○○○が出ているので。私が言ってるのは倉

吉市全体で空き家を買いたい人が、農地が付いておってもこの場合はゼロでい

いんではないかと。○○に限定した訳ではないです。たまたま○○が２つ出て

いるからそう思われたかもわからんけど、以前も○○の方でもありました。

１４番 それだったら了解です。賛成です。

議 長 それでは皆さんにお諮り致します。今後こういうことも多々出てくると思い

ますので、そういう場合には農地が付いておっても下限面積を撤廃して買って

頂こうということで。特例ということで農業委員会としてはいきたいというこ

とで、皆さんにもう一度承認の採決を取らせていただきます。私が先程申し上

げたとおりでよろしいでしょうか。賛成の方の挙手を求めます。

（賛成者 挙手）

議 長 はい、ありがとうございます。それでは今後空き家対策で農地付きが出た場

合でも下限面積にこだわらず賛成をして承認をして、購入したい人には買って

もらって農地を耕していただいて、楽しい生活を送っていただくというような

ことに農業委員の皆さんも賛成していただいたということでございます。あり

がとうございました。

議案第４８号 農用地利用配分計画について

議 長 続きまして、議案第４８号 農用地利用配分計画につきまして説明してくだ

さい。

事務局 利用配分計画各筆明細につきましては、７０ページの番号１番から７２ペー
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ジ番号４番までのとおりでございます。権利設定をする農用地につきましては

合計で１４０，７７２㎡の田畑でございます。配分計画を受ける者の農業経営

の状況等は、７３ページから７５ページに記載しております。農地中間管理事

業の推進に関する法律第１９条第３項の規定により倉吉市長から協議がありま

したので、本会の意見を求めるものでございます。以上でございます

議 長 はい、只今議案第４８号について説明がございました。皆さんの質疑を求め

ます。ありませんか。はい、鐵本委員。

９番 ９番 鐵本です。○○○○○は○○○の業者ですけれども、今までもあるで

すか。

議 長 更新だということで。○○○の方にも以前から数年前から入っておりまして、

主に枝豆を作っております。その他ございませんか。

（なしの声）

議 長 それでは農用地利用配分計画について賛成の農業委員の方の挙手を求めます。

（賛成者 挙手）

議 長 はい、ありがとうございます。賛成多数でございますので承認と致します。

以上で議事は終了といたします。

（６）その他

議 長 続きまして別冊、その他報告･連絡事項をご覧下さい。（１）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。宮本主任から。

事務局 別冊の２ページ（１）でございます。こちらは○○○が発注する工事に伴う

一時転用で仮設事務所、資材置場等として使用するものでございます。転用時

間、届出地につきましては以下に記載のとおりです。以上でございます。

議 長 続きまして（２）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 あっせん申出のあった農地及びあっせん委員の選任についてということで、

今回は２件ありました。１番目から説明させていただきたいと思います。

まず３ページ１番は相談者が○○○○○さんで、土地は○○、○の畑でござ

います。相談内容は売買、賃貸借、使用貸借となっております。所有者は亡○

○○○○さん、○○○○○さんでございます。

続きまして４ページの２番目は○○○○さんで農地の購入を希望されており

ます。新たに作物（玉ねぎ、じゃがいも、人参、かぼちゃ）を作りたい、知識

も学びたい、ということです。○○の畑９８７㎡を所有している。これは相続

を受けたわけなんですけれども、木々の伐採、抜根作業、ビニール袋を取り除

いている作業中ですぐに農地としては使用できないという状況でございまして。

農地の購入を希望する場所は、○○の○○○○の周りで農地を購入したいとい
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うことで具体的に場所も検討していたので、まずは相談者へ連絡をしていただ

ければというふうに思っております。

以上、あっせん委員の選任についてよろしくお願いいたします。

議 長 只今報告がございました。まず、○○の○○○さんの件。これは場所が○○、

○○地区でございますので筏津委員、よろしくお願いします。

１３番 はい。

議 長 それからもう１件これは○○さん、実は○○になっとりますけど住職の奥さ

んで住所は○○でございます、○○○の。○○のお寺も兼務で住職をしとられ

まして、奥さんが○○のほうに住所があるということで。元は○○の方でござ

いまして田倉委員が一番良く、まあ近所ですので５００メートルぐらいしか離

れておりませんけれども。私も良く知ってる人でございまして、改良区には何

回か来られて、自分の家の畑がどこにあるかわからんと。３年ぐらい前に兄貴

さんが亡くなって自分がなんとかしないというところみたいです。それで果た

してこれを買って全部作りなるかなと私も感じとるですけど。たまたま改良区

に勤務している時に来られて、○○○○のほうの改良区の畑ですので。よう知

っとる人だなと話をしたら分かってきて。それで元々両親が今○○○○の○○

になっとるあそこに農地を持っていて、スイカの苗や野菜の苗を作って販売し

とんなったわけです。その時に私が出入りしとったもんで、よう知っとる訳で

すけども。それでほんとに作んなるかえとは聞かなんだけども、作りたいとい

う意欲はあるようですのであっせん委員を決めて相談にのってあげたほうがい

いじゃないかということで、地元の田倉委員にお願いをしたいということでよ

ろしく。

田倉推進委員 推進委員の田倉です。今はちょうど史跡調査で穴を掘って、一生懸命中をや

られとられる状態で、前はこんな木が何十本も生えとったけどそれは一切刈っ

てあります。きれいになりました。史跡調査の方が刈られたのか本人が刈られ

たのかわかりませんが、ここは○○○○の隣接地で○○○○を市のほうが購入

する際にですね、この方のお父さんはそこはハウスで苗を作っておられたので

売らない、ということで売っておられないんですね。その隣の土地自体をその

時に売らないと言われたので、周りの人たちも売れなかったという状況なので

ちょっと話を持っていくには複雑かなという気がしておりますが、まあ当たっ

てみます。

議 長 本人としてはね、近所にある周りの○○さんとかああいう畑も借りたいとか

言っとんなるみたいだけど。その当時のことを知っとられる地主がおんなった

らなかなか買えんでないかなと思ったりしとります。地主の名前を具体的に挙

げとんなったからね、この畑、あの畑という具合に。

田倉推進委員 知っとられるんですか。

議 長 そう。誰の畑がここになんぼあるか面積を○○○○の改良区で調べた。だけ

○○さんの名前もあった。まあ、話ししてみてください。大変だと思いますけ

ど。
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それでは続きまして農地等のあっせん活動の状況について報告をお願いした

いと思います。始めに○○○の件につきまして、田倉委員報告をお願いします。

田倉推進委員 推進委員の田倉です。この○○○○さんの畑の件ですけれども、上の○○に

つきましては○○○○さん、○○○○さんの息子さんですけど、こちらのほう

が借りたいということでございます。それから○○○のほうにつきましては同

じく○○○の○○○○さんという方が借りたいということなので、今手続きを

進めているところでございます。以上です。

議 長 ご苦労さんでございました。ええ具合に成立したようでございます。次に○

○○○さん、○○の。涌嶋委員お願いします。

涌嶋推進委員 推進委員の涌嶋です。この○○の○○○○さんの申請しておられる農地２件

ですけれども、令和元年８月にも長男の○○○○さんの名前であっせんがあり

ました。今年の７月にその○○さんが亡くなられてですね、○○さんが相続の

関係であっせんを行政書士さんが申請されたというふうに聞いております。本

人さんは高齢で介護が必要ということで、今娘さんが○○○○のほうに住んで

おられて、○○○の○○さんという娘さんのところに訪ねて行きました。２件

とも○○の○○のすぐ裏の農地の６１８㎡は○○の近所の方が草刈りをして、

もう１件の○○の○○の１，３９１㎡は２年前はそんなに荒れて草が生えてな

かったんですけれども、今はセイタカアワダチソウが一面に生えてシルバーさ

んで草刈りをやっておられます。○○と○○○の農業関係者の方に話はしたん

ですけれどもやっぱり見ておられてですね、あがに草の生えとる所はようせん

わいと断られて。娘さんの方にお話ししまして、今の現状で農地に返すって言

っても相当の金額がいるようですし、農地以外で転用されることも考えたらど

うですかということでお話しをして帰ったということです。以上です。

議 長 はい、ありがとうございました。続きまして、○○○○○さん。早田委員お

願い致します。

１番 ブドウの栽培を○○○○で行いたいということでございまして、希望として

は面積がある程度のものがいいんだけどということでございました。適地が○

○地内にございまして、相談者、所有者と了解され今手続きを行っているとこ

ろです。以上です。

議 長 はい、大変ありがとうございました。それではあっせん等につきましての報

告を終わりまして、その他の項で令和４年度県外視察研修提案書の提出につい

て、梶本主幹。がんばる地域プラン事業における農地継承の取り組みについて、

農林課。それではよろしくお願いします。

事務局 令和４年度の県外視察研修提案書の提出ということで受け付けておりますの

で、帰りに後ろで渡すなり梶本まで提出していただければと思いますのでよろ

しくお願いします。

農林課 資料の６ページをご覧ください。７月の農業委員会でも課長の立光から説明

をさせていただきましたけれども、今年度から倉吉西瓜産地強化・加速化プラ
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ンというのを作成しておりまして、令和７年に春作の販売額を１２億円という

のを目指して取り組みを行っております。今年度は産地 PR動画を作成したり

灌水設備の整備として畑かんの立ち上げを１４カ所、井戸を２カ所整備中です。

現在は耕作放棄地となっている圃場の再生に向けた話し合い等を現在行ってお

ります。その中で本日は優良農地の継承について倉吉西瓜生産部会の新たな取

り組みを倉吉西瓜生産部会の三舩副部会長と倉吉農業改良普及所の前田副主幹

からご紹介いただきたいと思っております。よろしくお願いします。

倉吉西瓜生産部副部会長 倉吉西瓜生産部副部会長の三舩と申します。本日は貴重な会議の時

間を割いていただきまして誠にありがとうございます。農業委員会の皆さんの

活動の一環を傍聴することができまして大変勉強になりました。倉吉の西瓜の

振興についてですね、日頃から皆さまのご理解とご協力を頂いている事生産部

会を代表して改めて御礼申し上げます。

今、農林課の三浦さんから説明がありましたけれども令和３年よりですね倉

吉西瓜産地強化・加速化プランと銘打ちまして、５カ年計画で倉吉のスイカを

最盛期平成７年に１６億円あった売り上げに一生懸命皆で戻していこうじゃな

いかという運動が４年前に発足致しまして、それが更に進化して本年度こうい

う事業にバトンタッチしたわけでありますけれども。このプランの要点といい

ますのは、早い話が新規の就農者をどんどん呼び込もうじゃないかと。そして

もう一つは、その新規の就農者を呼び込む時に良い農地をすぐにあっせんでき

る仕組みを作ろうじゃないかというこの２本柱で進んでいくプランです。

それで、実を言いますと私自身が８年前に東京から Uターンで脱サラ就農し

ました。当初担い手育成機構さんのプログラムに参加しまして、新規就農者の

気持ちが良く分かるでないかということで当時の部会長の長田さんからあんた

が農地の担当でやっていってくれないかということでですね、４年間取り組ん

できたわけですけれども。自分自身が農地を集積拡大する時にやはりぶち当た

った壁が、良い農地を手に入れるためのアクセスする部分が非常に限られてい

るというところでした。ここに手を付けないで新規就農者、鶏と卵とどっちが

先だいということになってしまうんですけれども、農地がないのに人を呼べな

いだということでですね。現在、倉吉でやはり新旧の交代が起こっております。

どんどんベテランの農家さんがもうよう作らんわいということで辞められてい

かれる、その優良農地をスムーズにバトンタッチ、承継していく仕組みを作ろ

うじゃないかということで今年取り組みまして。来年度からやっていこうと思

いますのが農地情報というものをですね、全ての生産者さんから募りまして

例えば農地を売りたいとか貸したいとかいう希望があればですね、簡単なシー

トなんですけれどもこれを出していただいて、これを常時閲覧できるような状

態、中央営農センターを今考えておりますけれども、そういう所に置きまして

どっか農地ないかいな、或いはあそこなんか使っておられるようだけどどうな

のかな、という希望者が常にアクセスできるようなそういう仕組みを作ろうと

いうことでですね、来年度に向けて今動いているところです。この仕組みを作

るにあたって農業委員さん達にもこれからもご協力を頂かなければならないと

いうことで、本日時間をいただきましてこうしてご挨拶に伺わせて頂いた次第

です。どうぞ今後ともご支援を賜りますようよろしくお願いします。本日はあ

りがとうございました。
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倉吉農業改良普及所副主幹 倉吉農業改良普及所でスイカと野菜を担当しています前田と申し

ます。よろしくお願いします。普及員として現地で活動する中ではやはり農地

の話、作りたいけどどこか農地ないかですとか、新規就農の希望の方の話を聞

くとやはりどこか作れる所はありますかというのが一番で、皆さん不安になっ

ているというのをすごく感じます。今日はその農地の話がこのように毎月協議

されているんだなというのを見せていただきとても勉強になりました。ありが

とうございました。

今ご説明ありましたとおり、倉吉の西瓜プランでこのように動いております。

農地のことだけではなくていろんな後作も含めて、倉吉のスイカを活性化して

いこうということでこのようなプランを進めているわけですけれども、一番裏

面にはですね農地について農地の継承、耕作放棄の解消ということで進めてい

こうということで、いろんな関係機関で連携してやっていきましょうというこ

ともプランの中で倉吉市さんが掲げられているところであります。

今回は農地情報の共有ということで部会独自の取り組みで役員さんが考えら

れています。普及所も含めて農林局でできることを一緒に頑張っていきたいな

というところですけれども、待っているだけではなかなか情報は来ないという

こともありますので、農業委員会の皆さんとも連携しながら部会独自の取り組

みも合せてですね、積極的に情報も集めて行きながら農地がなくて不安に思っ

ている人だったりとか、これから入ってくるであろう人たちのために農地を確

保して一緒に動いていけたらいいなと思っています。今日はありがとうござい

ました。

議 長 はい、ありがとうございました。今お二方の話を聞きまして、農業委員会と

しても結構あっせんが出てきます。そしてまた一言言っておいてもらいたいの

がですね、倉吉市の農業委員会独自で遊休農地の解消対策事業で荒廃農地等を

例えば再生して元の農地に返す場合は補助金を出るようにしておりますので、

もしそういうのがあればどんどん補助金を利用して頂いて、農地を借りて申請

していただければ１万円から３万円、１反あたりで。ましてもしも３万円以上

掛からないとこれは農地として復元できんというところがあれば、またそれに

上乗せして予算があれば助成金として出していきたいなあというふうに思いま

すので、新規就農者担い手の方がもしも農地を拡大したいということがあれば

どんどん農業委員会事務局、地元の農業委員さんにも声を掛けていただいて農

地の復元等をさせていただいて、どんどんと新規就農者なりスイカを作る農家

の担い手を育成していただければいいと思いますので、よろしくこちらのほう

もおねがいします。お互いが連携しあっていければいいと思いますのでよろし

く。

皆さんの方からございませんか。

（なしの声）

議 長 ないようでしたら山本委員の方から一つあるようですのでお願いします。

山本推進委員 推進委員の山本です。今スイカのほう頑張っておられますけれども。そうい

うスイカが作れる農地より小さい遊休農地を荒れさせないように考えまして、

何か作るものはないかということで農高さんのパパイヤ栽培に参加させて頂い

ております。研修会ですね。皆さんのところも成った方も成らなかった方もお
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られると思います。苗を買って頂いた方にはレシピをお配りしておりますけれ

ども、欲しい方は帰りにここにありますので持って帰って下さい。

１０月の２５日に新聞にも出てましたけど、パパイヤの栽培の所ですね次の

日に収穫祭をするっていう畑を琴浦町の○○さんと一緒に見に行かせていただ

きました。ああいう寒い気温が上がらんような土地でもいっぱい大きくされて

おりまして、あそこの研究会はすごく勉強されておりました。それから１０月

の２７日は農高の生徒さんが○○の○○さんの圃場で今年は勉強会をされまし

た。農高さんの畑は大風と連作障害で出来が悪くて、圃場ではできなかったの

で○○さんのほうでさせてくれましたですけど。○○さんも小さいはで木をた

くさんいろいろ植え替えておられて、とても立派な物を作っておられました。

状況次第では作れるなあというようなことを思いました。それから１０月の３

１日は未来中心で鳥取パパイヤ祭りフェスティバルというのが開かれました。

農高さんのパパイヤはとっても良く売れましたが、私達の出したものは少し売

れが悪かったかなと思いますけれども。ああいう催しが、コロナが終息してで

きていったらいいなと思っております。１１月の２１日もお台場道の駅でパパ

イヤフェスティバルが開かれますので、それにも出品したいという方がおられ

ますので持って行きたいと思います。

状況としてはそういうことなんですけれども、皆さんも作ってみられて今年

は珍しいけ作ってみたという方のほうが多いと思いますけど、これを遊休農地

に植えていって果たして採算がとれるかどうか、これからやっていかないけん

ですけれども。良く成る種類の苗っていうのは種屋さんがもう種を出さんので

すよね。苗でないといけんで、苗が結構高価なんですよね。これはまだ試験の

段階で考えていかないけんことだなと思います。作ってみられて来年ももう１

回ぐらいは挑戦してみたいなと思われる方に対してですけれども、パパイヤは

基本的に日光が必要です。日当たりのいいところに植えていただいて、それか

ら水はけもいいところに植えていただいてでも水をしっかりやっていただくそ

ういう条件があるようです。それから風に弱いっていうことも判明しました。

肥料も元肥をどかんとやるのではなく、水をやりながら肥料も少しずつやって

いくというようなことがポイントになると思います。今年取り組まれなかった

方ももし来年ちょっとしてみたいという方がおられたら、また一緒に取り組ん

でいきましょう。また農高の栽培結果が発表されますのでそれを受けてまた報

告したいと思います。以上です。

議 長 はい、どうもありがとうございました。ご苦労さんでございました。その他

皆さんのほうから何かありますか。

（なしの声）

議 長 ないようですので、本日の農業委員会会議はこれをもちまして閉会といたし

ます。

― 午後２時５０分 閉 会 ―


