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平成２９年度 第１２回倉吉市農業委員会会議議事録 

 

１ 開催日時  平成３０年３月９日（金） 午後１時３０分から午後２時３０分 
 
２ 開催場所  倉吉市役所 ３階 第２会議室 

 
３ 出席委員  （２６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 

５番 山根清人  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  
 
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  山下賢一 委員  小谷義則 委員  影山卓司 委員 

 
４ 欠席委員  （２人） 

１９番 吉村年明  委員  小谷俊一 委員 

 
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 67 号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第 68 号  農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第 69 号 農用地利用集積計画の決定について 

議案第 70 号 倉吉農業振興地域整備計画の変更について 

議案第 71 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   藤原 勝則 

主幹   石賀 康一 

主任   隅  陽介 
 

７ 会議の概要 

 

(１) 開 会 
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事務局長    会議に入る前に、私からご挨拶をということで、実は、この会議が、今日で

私の最後の会議ということになりました。この後、２時から議会の最終日とい

うことでそちらに出席をしますので、ここで一言ご挨拶をさせていただきたい

と思います。私は関金町の関金町役場で２２年、合併してから倉吉市の市役所

で１２年ということで、併せて３４年務めさせていただきました。その中で、

合併してから特に４年間、農業委員会事務局の事務局長ということでお世話に

なりました。そういった中で、山脇会長をはじめ委員の皆様には大変失礼なこ

とも申し上げましたし、ご迷惑をおかけしました。反面、激励のお言葉も頂戴

したところです。幸い、この農業委員会事務局に来て、私をご存知の方も半分

ぐらいおられたということもありまして、私の中では比較的、この農業委員会

にスムーズに入れたのかなということで思っております。反面、事務局では私

がこういった感じで頼りないといいますか、そういったところもありましたん

で、事務局の職員には、ご迷惑をかけたのではないかなと思っております。今

後は、農業情勢の厳しい中で農業委員・推進委員の役割というのは、これまで

にない厳しい活動等も出てくると思いますが、皆さん頑張っていただきたいと

思います。ありがとうございました。 

それでは只今から、平成２９年度第１２回の農業委員会会議を開会いたしま

す。最初に山脇会長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の第３条によりまして、会長が議長ということ

で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、議事録署名人に１８番 山本委員、１番 谷本委員をお願いいたし

ます。 

 

※ 欠席・遅刻届連絡委員の報告 

議 長     欠席の連絡が来ております。１９番 吉村委員。今日は、県外で講習があると

いうことで出張です。それから、推進委員の小谷俊一委員は昼ごろになりまし

てお母さんの調子が悪いので緊急に病院に呼び出されたから欠席させてくださ

いということでございましたので、２名の欠席連絡をいただいております。 

 

(４) 連絡・報告事項 

議 長     それでは、（４）連絡報告事項。 

 

事務局     そういたしますと、平成２９年度第１２回農業委員会会議報告並びに予定事

項をご覧ください。（以下事務局説明） 
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議 長  それでは農家相談会につきまして、代表の方。西谷委員。 

 

１６番  １６番 西谷です。私から、農家相談会のご報告を申し上げます。相談の内

容は、○○の○○○○さんがお出でになられて、内容につきましては、あて口

が２年間貰ってないというのと、やたらと又貸しになっちゃっとって何が何だ

かようわからんということで、今現在作っとるのは誰だいやということで、○

○さんが、作っておられて、○○さんに出てきていただいて、どういう経過だ

ということでお話をしていただきました。当初、○○○○さんは○○さんに貸

してあるけれども、○○さんは○○○○さんに貸してあるということで、○○

○○さんが○○さんかいやということで。○○さんが来られた時に○○さんに

どうだと聞いただけど、○○さんから借りたという。非常に難しい話になって

おります。何が何だかさっぱりわからん。今日の農家相談会には、中身につい

てはあんまり触らんと。後から話をしましょうということで別れております。

んで、○○さんの所に出向いて行って、どういう経過ですかということで○○

さんにお話をしていただきました。○○さんは○○さんにお貸しして、○○さ

んから○○さんに貸しとるということです。○○さんが年貢を○○さんのとこ

ろに持って行ったら、○○さんはいらんと。こんなもんはいらんけ、俺がする

けということで、○○さんは受けとらなんだということで、○○さんは貰って

ないから払うに困るわけです。というような状態から、２年間払ってないのが

発生しとるということでございました。この件については、皆さんのお知恵を

拝借したいと考えておるところでございます。と言いますのが、ちょっと長く

なりますけど、改良区の負担金です。昭和３８年度に発生しとります造成費。

その５年後に発生しました暗渠排水等々の団体営の事業の経費。それから、維

持管理費。経常賦課金等々も全部○○さんが払っておられるということが発生

しております。当の本人らは五分五分で和解しようやということで、そこのと

ころの話は進めております。また来月、３条の申請を行いますんで、皆さんの

お知恵を拝借しながらこの件につきましては考えていきたいと考えておりま

す。以上でございます。 

 

議 長  ありがとうございました。現状ではまた来月ということで。 

 

 (５) 議 事 

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

説明をお願いします。 

 

事務局     本日の議事につきまして説明をさせていただきます。 

  まず、議案第６７号 農地法第３条の規定による許可申請についてでござい

ます。議案２ページのとおり、２件、合計６筆の売買による所有権移転の申請

が出ております。 

続きまして、議案第６８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、１件の申請があったんですけども、先程来お話がありましたよ

うに申請が計画変更が必要になりまして、来月以降改めて申請するということ
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で、今回、いったん取り下げということで現地調査も中止となっております。

ですので、５条は今月は無しでございます。 

議案第６９号 農用地利用集積計画の決定についてでございますが、議案の

７ページから４１ページまで、利用権設定の申し出が１０３件ございました。

続いて、４２ページから４５ページまでのとおり、所有権移転が４件ございま

した。 

続きまして、議案第７０号 倉吉農業振興地域整備計画の変更の保留議案に

ついてということで、先月の委員会でお諮りした案件につきまして再度お諮り

するものでございます。先月ご意見をいただきましたことにつきましては別冊

の資料ですでに配布しているとおりでございます。 

続きまして、議案第７１号 農用地利用配分計画について。議案の７２ペー

ジから７３ページのとおり５件の協議が出ております。 

本日の議題は以上でございます。 

 

議案第６７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、さっそく議案に入ります。議案第６７号 農地法第３条の規定に

よる許可申請について。質疑を求めます。ありませんか。 

 

（なしの声） 

 

議 長     なしと認め、承認といたします。 

 

議案第６９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６９号 農用地利用集積計画の決定についてでございま

す。これにつきましては該当委員に係る案件がございますので、法律第３１条

の規定により、該当委員の退席を求めることにいたします。７ページの番号２

番、３７ページの番号９２番から３８ページの番号９４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て私の案件について

審議をしていただくことにご異議ございませんか。 

 

（はいの声） 

 

議 長   異議なしと認めますので、議長を交代させていただきます。 

 

（議長交代） 

 

 ９番  それでは、３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） 

 

９番     山脇委員が退席しましたので、７ページ番号２番、３７ページの番号９２番
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から３８ページの番号９４番について、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局     ７ページ番号２番でございます。土地の所在地は○○の１筆１,４６５㎡の水

田でございます。以下記載のとおりでございまして、その他、３７ページ番号

９２番から３８ページ番号９３番、９４番と合わせまして、合計５筆、９,６４

９㎡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。 

 

９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ので、委員の皆

さんよりご質問・ご意見を受けたいと思います。異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

９番     異議がないようですので、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。 

 

           （山脇委員 入場・着席） 

 

９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いたします。 

 

    （議長交代） 

 

議 長  続きまして、８ページ番号３番から９ページ番号７番は、１３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） 

 

議 長     それでは、事務局。 

 

事務局     ８ページ番号３番。○○○○○○の２筆、合計２,７１０㎡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、その他８ページ番号４番、５

番。９ページ６番、７番と合計で２３筆、２８,０７４.０１㎡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。 

 

議 長     只今の數馬委員の案件でございますが、質疑ございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議 長     なしということでございますので承認といたします。數馬委員の入場を求め
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ます。 

 

           （數馬委員 入場・着席） 

 

議 長     數馬委員へ、異議なしということで承認されましたことを報告いたします。

続きまして、１１ページ番号１４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、説明をお願いします。 

 

事務局     １１ページ番号１４番でございます。○○○○○の２筆１,１６１㎡の賃借権

設定でございます。以下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、西谷委員の案件につきまして説明がございました。質疑はございませ

んか。 

 

（なしの声） 

 

議 長     なしということでございますので承認といたします。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ことを報告いたし

ます。続きまして、１２ページ番号１５番、１６番は小谷義則推進委員に係る

案件でございますので退席を求めます。 

 

（小谷義則推進委員 退席） 

 

議 長   事務局、説明してください。 

 

事務局     １２ページ番号１５番です。○○○○○○○の１筆５９７㎡の賃借権設定で

ございます。その他、番号１６番と合わせまして２筆７８８㎡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。 

 

議 長     只今、説明がございました。ご異議ございませんか。 

 

（なしの声） 
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議 長     なしということでございますので承認といたします。小谷委員の入場を求め

ます。 

 

           （小谷義則推進委員 入場・着席） 

 

議 長     小谷委員へ、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

たことを報告いたします。以上で該当する出席委員の案件の審議が終わりまし

たので、その他、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局     ７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、樹園地の合計は３５７,３５９.０１㎡でございます。利用権設定各筆明細

につきましては７ページから４１ページまで記載のとおりでございます。 

４２ページにまいります。所有権移転関係でございます。所有権の移転を受

ける者：○○○ ○○○○。所有権の移転をする者：○○○ ○○○○。所有権

を移転する土地は○○○の１筆２,９５０㎡の普通畑でございます。対価は１０

０万円でございまして、１０ａあたりですと３３８,９８３円でございます。 

４３ページにまいります。所有権の移転を受ける者：○○ ○○○○。所有権

の移転をする者：○○ ○○○○。所有権を移転する土地は○○○○○の１筆１

９６㎡の水田でございます。対価は５万円で、１０ａあたりですと２５５,１０

２円でございます。 

次にまいりまして、４４ページ。所有権の移転を受ける者：○○○○ ○○○

○。所有権の移転をする者：○○ ○○○○。所有権を移転する土地につきまし

ては○○○○の記載のとおり３筆２,６３５㎡の水田でございます。こちらは贈

与でございます。 

続きまして４５ページ。所有権の移転を受ける者：○○○○○ ○○○○。所

有権の移転をする者：鳥取市東町一丁目 公益財団法人 鳥取県農業農村担い手

育成機構。所有権を移転する土地は○○○○○○○の２筆４,４６６㎡の水田で

ございます。対価は８５８,５００円で、１０ａあたりですと１９２,２３０円

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、４６ページから

５１ページまで、所有権の移転を受ける者の農業経営の状況等につきましては、

５２ページでございます。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、農地利用集積計画の決定についてでございますが、異議ございません

か。 

 

（なしの声） 

 

議 長     異議なしといたします。 

 

議案第７０号 倉吉農業振興地域整備計画の変更について 
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議 長     続きまして、議案第７０号 倉吉農業振興地域整備計画の変更の保留議案に

ついてお諮りいたします。説明をお願いします。 

 

事務局  議案第７０号 倉吉農業振興地域整備計画の変更の保留議案についてご説

明を申し上げます。資料の５４ページからでございます。先月お諮りした案件

のうちの一つでございまして、５５ページから説明させていただきます。除外

後の計画用途は産業廃棄物最終処分場。除外の理由、それから、協議地の概要

等につきましては先月説明しておりますので、お読み取りいただければと思い

ます。５６ページにいきまして、土地改良については該当がございません。５

番の関係機関との調整状況につきましては、先月から今月までの間に変更があ

った部分については最新のものに差し替えさせていただいております。市町村

長の考え方につきましては５８ページのとおりでございます。法第１３条第２

項の検討ということで、農振の除外、５要件についてそれぞれ記載されており、

要件を満たしているということでございます。５４ページに戻りまして、協議

内容の農地区分及び許可基準に当てはめますと、農地区分につきましては、小

集団の生産力の低い農地。許可基準につきましては、市街地設置困難施設とい

うことで、転用見込み有りと判断しております。最初にも申し上げましたが、

別冊でお配りしている資料で、先月疑義がありました部分につきましては追加

で資料を作らせていただいております。今日も農林課の担当者に来ていただい

ておりますので、ご質問等ありましたらよろしくお願いします。 

 

議 長  今、説明がございました先般の保留議案につきましてでございますが、担当

者が来ておられますんで、皆さんからもしご質問等がありましたら挙手してい

ただいて、いろいろ質問いただきたいと思います。前回何だったかいな。 

 

事務局  補足させていただきます。前回ご質問等があった部分につきましてですが、

最終処分場ということですが、その処分の内容ですね、処分するものとか処分

方法、それから周辺農地や下流の水系への影響について。あとは、公害防止協

定に係る調整状況。それから、資料のとおりでございますけれども、関係機関

との調整状況、周辺住民への説明等、別冊資料でまとめている部分でございま

す。 

 

議 長  説明会は終わっておりますか。下流の集落とか周辺の集落に対して。 

 

農林課  農林課の中嶋です。よろしくお願いします。前回、皆さんにご心配いただき

ました処分場の件につきまして、いろいろ私も聞き取りをいたしました。今、

山脇会長がおっしゃった住民説明会ですが、住民説明会はこれからされるそう

です。 

 

議 長  わかりました。実は、県の常設会議でこのような問題が前に出まして、これ

から説明するってことはおかしいでないかと。説明して同意を貰ってからでな

いと、この会議に上げるべきでないってことで、県も２ヶ月保留した経緯がご
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ざいます。それで、私が気になったのはそこを聞いたわけです。今日も同じこ

とが言える。説明会を開いて同意を得たものに対して出してください。これか

ら説明ではいけんってことがありましたんで、同じことが言えます。 

説明会自体が全体するだったらもっと早めにして、今日までに皆さんの同意

を得ましたってふうでないと、もし悪い水が下に流れてって。また苦情が出て

きたら大変なことになるってことがあるんです。ですから、そのことを私はち

ょっと今日聞きたかったんです。皆さんどう思いますか。はい、西谷委員。 

 

１６番  １６番 西谷です。先回もちらっと言いましたですけど、環境の問題も含め

て、地区住民の、自治会等の理解を得てからこの会に持ってきていただかんと、

逆になる場合があるだんな。農業委員会で決裁いただいておりますからという

ことで言って回られると、農業委員会が認めたならいいじゃないかって、こう

なっちゃうんで、安易な考え方になっちゃうだんな。だけ、きちんとしたもの

を先に提出していただいて、それからこの土俵に乗るということのほうがよろ

しいじゃないかと僕は思います。 

 

議 長  そういうこともあるということで。○○地区の造成工事で、こういうことが

あって、例えば今日、月一回の県の常設委員会にかけてきたと。そうすると、

このあと改めて住民説明会を開きますっていう文書が出てきた。それでみんな

がおかしいじゃないかと。もしなんかあった時は常設会議が責任負わないけん

と。それじゃおかしいから、とりあえず保留にしといて一か月延ばすから、説

明会を開いて同意を貰って来いとなった経過があります。 

同じことが言えらへんかと。近隣はしても、近隣より下流のほうにもしも汚

水が流れたときにどうなるのか。下のほうに。そういうところ同意が取れとる

かどうか。まだ取れてないでしょ。ほんの、造成するところの近くの農地の持

ち主だけの同意でしょ。かえって下の方に流れる可能性があるってことが言え

る場合もあるだけ。まあ、皆さんがどういわれるか。委員の皆さんの意見を聞

いて、はい、河本委員。 

 

１０番  河本です。現在、あるわけですよね。そんなの場合の説明会等の同意書みた

いなもんはあるでしょうか。 

 

議 長  もう何十年前だけな。わからんわな。 

 

農林課  そうですね、既存ももう何十年も前の話なので。 

 

議 長  ２０年、３０年じゃないで。 

 

農林課  ただ、既存のところに関しては毎月自主的に検査をされてますし、県の抜き

打ち検査もされていますが、異常値は出たことがないです。 

 

議 長  最終処分場はせないけんだ。はい、影山委員。 
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影山推進委員  前回、私も環境の問題について意見を言わせていただきまして、だいぶ、安

定型ということで、中身を見て安心はしとりますが、今言ったように汚染水の

ことがございまして、下流で井戸水なんかを使っとられるようなところがもし

あれば、そこらへんの方には十分ご説明して、納得いただきたいなというよう

な感じでもおりますので、今さっき会長が言われましたように、同意を得てい

ただいて、その上で我々が、専門的なことはよくわかりませんけれども、それ

でさせてもらいたいという具合に思います。 

 

議 長  その他、皆さんで何かご意見ございませんか。はい、山根委員。 

 

 ５番  ５番 山根です。農業委員会で今、環境問題まで討議せないけんのかどうか。

農業委員会は農業委員会の討議する内容があるのではないか。環境問題につい

ては県の保健所とか市の環境課とか、そういったところが専門的にやる部分で

あって、と思うですけども。私の意見です。 

 

議 長  環境問題というよりも、結局、同意が取れとるかこれから取るかの違いだと

思う。県の常設会議の時も、私が聞いとったのは、説明をこれからするじゃ出

せんじゃないか。説明会を行って、終わって、同意を得ていますよということ

であれば審議ができるということで言われたんです。ただそれだけのことだと。

ただそういう場合に、今、西谷委員が言ったように、同意も取ってないものを

農業委員会が勝手にどんどん決めちゃってもいいだかいやっちゃなことにな

る可能性もあるということは常設会議でもあったもんで。環境問題がどうのこ

うのは全然タッチはしません。ただ、下流の方の同意がとってありますかとい

うことなんです。あちこちすると、改良区の同意がいるとかそういうのがあり

ますんで、取ってあると、まあそれは良いでしょうということになる。今回の

はそれがないもんですからちょっと心配になったというとこなんです。なんで

この一か月の間に説明会開かれなんだかなと。保留にしとる期間に。 

 

農林課  項目ごとに、いろいろ担当があり、説明会についても、これから日程を決め

るということだったんですけど、今、いろいろ準備されているところです。 

 

 ４番  みんなにわかるように説明せないかん。 

 

 ８番  ８番 美田です。前回の時には、感覚的には○地区の分かな、○○○○の下

の方。よう見たら○○に影響するそうですな。まず、何かやっぱり、新しく施

設が大きくなるとか、付け加えてされるっちゅうことだったら、やっぱりきち

っとした説明が集落にあって然るべきだろうし、そんなもまんだきちっと出来

とらんってのを聞くと、地元の農業委員としてはやっぱ心配になるわけです。

心配ないもんだっちゅうんならそれでええわけですけど、ちょっとそのへんは

詰められて、問題ないですよというものを出してもらったら何ら反対すること

はないわけですから、次々進んでいきゃいいわけですから、その辺がまずやら
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れてないってのを心配しとるとこです。 

 

議 長  他の皆さん、意見ありますか。はい、田倉委員。 

 

田倉推進委員  ここ、説明文の中に、４番のところで、周辺住民への説明状況という項目が

あって、その対象というのが、半径５００ｍ範囲内の排出される水が１００倍

に薄まる範囲とかいろいろ書いてありますけれども、最後は、対象者は居住す

る者、事業または事業所を有する者、自治会等、それから農業・林業を営む者、

水利権者っていう形で書いてあるので、それこそ○○から○○まで全部に掛か

ってくるような話ではないんですか。どこで切れるのかっていうことが分から

ない。そこの範囲というのはとらまえていらっしゃるんでしょうか。事業者が

ここまでしましたということで、これは市が出すのか県が出すのかわかりませ

んけれども、その同意書で結構ですというようなことが言えれる範囲というの

はどう考えておられるのか、説明していただくと助かるかなと思います。 

 

農林課  許可は、県の生活環境局で、市の環境課ではないですが、最終ページに書か

れている、範囲っていうのは、今まだ考えておられて、いろんなところに細か

いところを説明していくことは考えておられるんですけど、まだどこどこがい

つということは具体的にはまだ日程が決まってないようで、公告縦覧してる期

間に一つずつ説明会をしていくということは聞いています。下流に流れるって

いうことですけど、私が聞き取りをしたときは、工事をするときに周辺の農地

に流れないように水路を水を流れないように囲ってしまうので、その水が流れ

るところは水槽を何か所か。 

 

田倉推進委員  具体的な方法はいいんですけれども、この対象者というのをどの範囲で決め

るのか。もし一人でもダメだって言ったらこの計画はなくなってしまって、農

業委員会には上がってこないのかどうなのかという点もありますし、その、事

業者が説明しました、説明しましたという言葉だけで農業委員会はまた審議さ

れるのか。どこまでの範囲をどこまで正確に把握しなければいけないのか。そ

のへんがようわからんのです。 

 

議 長  じゃあこれ、ひとまず、関連して５条が出てくる可能性がありますので、そ

れについて事務局から説明します。 

 

事務局  補足で説明させていただきます。最初にちょっと、今の田倉委員からのご質

問の件ですけど、県の生活環境局で協議中の部分で、１００倍希釈の範囲です

けども、申請地から下流に○○を通って下りまして○○まで、それぞれの公民

館長さんとか役員さんにはもう話はしてありますけども、住民説明会はまだ開

催されてないというところでございます。 

  それから、今後の転用についてのスケジュールですけども、今回お諮りして

いるのは農業振興地域の農業地区域からの除外についての意見を農業委員会

に求めているものでございます。これが終わりますと、先程農林課から説明が
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ありましたとおり公告縦覧に入りまして、４２日を経過する期間、公告を行い

まして、その間にも住民の方、それから関係者の方から意見を言っていただく

機会がございます。それを受けて、最終的に県に変更の許可をしていただくと

いうことでございます。で、農振の手続きがそれで終わりまして、それが完了

した後に再度、今度は５条の申請ということで、この場にもう一度申請が出て

きて、内容を改めて審議させていただくということになりますので、５条転用

の申請の時に、今ご審議いただいている内容を確認していただく機会はござい

ます。それで、じゃあ今、住民説明会をしてないけどいいかっていう話とは別

の話ではございますけども、そういう機会はスケジュール的にはあるというこ

とを補足させていただきます。 

 

議 長  はい、影山委員。 

 

影山推進委員  影山です。この問題、僕もちょっとわからんかったですけど、森友の学校と

同じ体で、土地が先か学校の設立の許可が先かという問題と何か似とるんかな。

土地を解除してもらわんことには申請ができんっていうのか、そこらへんを僕、

今、疑問に思ったんですけど、そこらへんはどうなんでしょうか。要するに、

解除してくれるから申請できると。 

 

議 長  農振区域を解除しといてから５条申請を出してもらわないといけません。そ

れではじめて、今度は面積が大きいからこの案件を県の常設会議に送るわけで

す。そこで審議した時に、今みたいな、今後説明会を行いますじゃ絶対通らん

ということなんです。ですから今、倉吉の農業委員会ではきちんとしとかんと

いけんでないかというのが私の意見でした。後で説明会は通りませんよと。 

 

事務局  スケジュール的にいくと、転用申請は７月以降の農業委員会になってくると

思います。７月以降の農業委員会の中で、説明会とか、今まで議論がありまし

たのもが、どれだけ整理できたかというようなことが、再度協議の機会があり

ます。 

 

議 長  ですから極端に言うと、農振の除外は認めといて、次の５条申請の時にもう

一度皆さんで協議して、次の段階を上がっていくと。県に送ると。その次の段

階の時にきっちり説明会がないと県に送れません。県でまた異議が出ますから

私もよう進達はしません。なんだ倉吉は、こういうもの出してきてって言われ

ますから、それはできません。ですからここの場ではっきりと、住民説明会終

わって皆さんの同意を得てますという文書がないと県には出せれません。です

から今日は、とりあえず農振の除外を認めていただければ次に行くということ

ですので、農振の除外は今日ここで承認してもらってもいいじゃないかと私は

思うんですけど、いかがですか。 

 

（異議なしの声） 
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議 長     いいですね。 

 

（はいの声） 

 

議 長  じゃあ、そういうことで、農振除外の計画変更につきましては承認とさせ

ていただきます。次の５条申請はきちんと今言ったことを踏まえてしといて

ください。 

 

議案第７１号 農用地利用配分計画について 

議 長     それでは、議案第７１号 農用地利用配分計画についてお諮りいたしますが、

この案件につきましては、７２ページ番号１番は、１３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） 

 

議 長     はい、事務局。 

 

事務局     ７２ページ番号１番でございます。権利の設定を受ける者：○○ ○○○。

権利を設定する農用地につきましては記載のとおりで９筆１４,２５１㎡の配

分計画でございます。以上でございます。 

 

議 長     ご異議ございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議 長     なしと認めますので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異議なしということで承認されまし

た。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が終

わりましたので、続きましてその他の案件について審議を行います。事務局、

説明。 

 

事務局  ７２ページ番号２番から５番の、記載のとおりの案件でございまして、全部

で１３筆２３,０００㎡の配分計画でございます。７５ページから最終ページ、

７９ページまでは、農用地利用配分計画により賃借権等を受ける者の農業経営

の状況等について記載しております。以上でございます。 

 

議 長  皆さんのご質疑を求めます。ありませんか。 

 

（なしの声） 
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議 長     ないようですので、異議なしと認めます。 

 

（６）その他 

議 長     その他の項に入ります。（１）農地法第５条の規定による許可を必要としない

届出書について説明してください。 

 

事務局  それでは、別冊―その他報告・連絡事項―の資料をご覧いただきたいと思い

ます。表紙をめくっていただいて２ページから３ページまででございます。（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きまして、２件出て

おりまして、いずれも倉吉市長の建設課の工事に伴う、それぞれ残土置き場と

仮設道路でございます。それぞれ、土地の情報や位置図等について記載してお

りますのでご覧いただければと思います。以上でございます。 

 

議 長     次。 

 

事務局     （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でござい

ます。４ページでございます。相談者は○○○○さん。○○○の方でございま

す。土地の所在地は○○○○○の６筆４,４０６㎡でございます。売買、賃貸借

のご相談、あれば売買、賃貸借と言っておられました。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  住所からいきますと○校区になりますので、河本委員と田倉委員にお願いし

ます。 

 

１０番  私はいいですけど、○○さんってのは○○○に住んどられるですね。ですか

らそのへんの交渉の関係っちゅうか、あれからして、担当が塚根推進委員にな

ってますんで、私と塚根とでやらしてもらいます。いいですね。 

 

議 長  いいですか。 

 

（異議なしの声） 

 

１０番  それで、すでに交渉済みで、ほぼ確定しております。今日欠席されてますけ

ど、吉村委員が、全筆ではちょっと耕作のできないようなところがありますん

で、全筆ではないですけど了承済みということでなっております。手続きはま

だです。 

 

議 長  昔の基盤整備で、小っちゃい田んぼばっかりでね。。続きまして（３）農地等

あっせん活動の状況について報告。數馬委員ですか。 

 

１３番  ①について報告させていただきます。近所の人とか当たっておりますが、作
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ってやるという人がまだできとらんで、もう少し耕作者を当たってみたいと思

っております。現状では進んでおりません。 

 

議 長  次の②の件につきまして。林委員。 

 

 ７番  ７番 林です。○○さんの件ですけれども、耕作した形跡がないでして、水路

の関係がちょっとまだよくわからん。で、２くぼの間に畦があるですけど、こ

ないだ行ってみたらトラクターで打っちゃってあって、畦があったかないだか。

まあ、１くぼと見てもらって。それで、今、○○○に２人の農事組合長さんが

ありますので、お二人に声掛けをしておりますし、それから、○○○○○○○

○○、○○さんところに作っていただけんだろうかっていうお話を持って行っ

ておりますので、今のところはそれです。それで、売買はちょっと難しいと思

います。 

 

議 長  わかりました。次の③。山根委員ですか。 

 

５番  ５番 山根です。○○○○○○○○、この分につきましては３年ぐらい前から

頼まれておりまして、耕作者並びに賃貸借、そういった者を探しとったわけで

すけども、旧倉吉線と住宅との間に挟まれとりまして、区画整理をしてありま

せん。他所の田んぼの畦を通って入れるような農地です。そして、片方が住宅

に面しておりまして、その住宅所有者から水が漏ってかなわんということで、

水田にはしてくれるなというような状況が出ておりまして、耕作者並びに賃貸、

使用貸借、まったくできませんでした。現在もそのとおりで耕作者等ございま

せん。それから、○○○○○○○という２筆があるわけですけど、面積的には

広いように感じますけれど、これは倉吉関金線道路の買収にかかりまして、残

地が４畝と３畝。細長い農地になっておりまして、大型機械が入らないという

状況と、将来、高速道路ができた場合には、盛土との間に挟まれまして日当た

りが悪いというような状況にあって、耕作者が見つかりません。両方とも耕作

者ともないという状況でございます。以上です。 

 

議 長   続きまして④、河本委員ですか。④⑤も続けてお願いします。 

 

１０番  ④と⑤の、同じように○○○というところがあるわけですけど、ここの二つ

はもう耕作者ができております。それと、○○○は今回の利用権の設定に出て

おりましたですけど、これももう決まっております。 

 

議 長  誰だったかいな。 

 

１０番  ○○くん。 

 

議 長  ああ、○○○○くん。じゃあ、○○は全てＯＫということで。ご苦労さんで

した。 
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こちらからの提案は以上でございますが、皆さんで何かございましたら。あ

りませんか。 

 

事務局  資料をいろいろ付けております。納税猶予の関係と、法人設立の概要、それ

から出版会社からのチラシです。 

 

議 長  それから、当番の日程のもしもご都合が悪い方があれば、前もって早めに事

務局に申し出ていただければ、交代をしてもらう人を依頼せないけませんので、

せめてこれを見て一か月くらい前には連絡ください。都合が悪いで行けんがい

ってときに。 

 

事務局  ４月、５月の金信さんと福井さんが交代されるので、４月は福井委員と鐵本

さん、５月は金信委員と筏津さんということで変更を聞いております。その他

ありましたらお願いします。 

 

議 長  ないようでしたら、これをもちまして本日の委員会を閉会といたします。ご

苦労さんでした。 

 

― 午後２時３０分 閉 会 ― 

 


