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会長職務代理者     ９番 原  恭博 
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４. 欠席委員          

 

 ５．農地利用最適化推進委員 

委員            稲垣 寿計 

委員            世良 正喜 

委員            佛圓 治徳 

 ６．議事録署名委員（２人） 

委員           ４番 井尻 隆雄 

委員         ５番 立花 宏保 

７．農業委員会事務局職員 

    事務局長               堀野 准 

課長補佐              諏訪本 壮太 
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会議の概要 

議長 ただいまの出席委員は１０名です。熊野町農業委員会会議規則第６条の

規定による定足数に達していますので、ただ今から令和３年第９回熊野町

農業委員会を開会します。会議規則第１３条の議事録署名者２名につい

て、こちらから指名します。 

４番 井尻委員、５番 立花委員を指名します。 

それでは、議事日程に従って審議に入ります。 

事務局より、議案の朗読をさせます。 

事務局 （議事日程 朗読） 

議長 

 

日程第１、議案第３９号「熊野農業振興地域整備計画の一部変更について」

を議題とします。 

事務局から議案の説明をお願いします。 

事務局 議案第３９号から議案第４２号の、熊野農業振興地域整備計画の一部変

更について、町から農業委員会に対して意見照会がありましたので、ご説

明いたします。 

まずは、熊野農業振興地域整備計画についてご説明させていただきま

す。当該計画書は、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、優良な

農地の確保と計画的な農業振興を図るため、町の方で策定した計画書でご

ざいます。 

計画書で指定した土地については、「農用地区域」とし、本町では約１５

０ｈａを指定しております。この農用地区域に指定された土地は、原則、

農業の用途以外の目的に使用することが出来ず、農地以外に転用を行いた

い場合は、本件のように法律の手続きに則り、農用地区域から除外する手

続きが必要となります。 

本町では、６月末と１２月末までの、年２回受付をしたものについて、

町としての審査、広島県との協議のほか、約１か月間の公告縦覧や異議申

立期間を経て、特に問題がないと判断された場合は、当該地域から除外す

ることが出来るものとされております。 

除外後は、今後改めて農地転用の許可申請について、委員の皆様にご審

議して頂くことになります。 

今回の議案である計画変更にあたっては、町長は、農業委員会の意見を



聴くものと規定されており、農業委員会としては、申し出されている農用

地が、代替えすべき土地が無いこと、農業上の効率的な利用に支障を及ぼ

す恐れが無いこと、農用地の利用集積に支障を及ぼす恐れが無いこと、な

どといった要件を満たしているものかを審議し、農業委員会としてこの申

請された施設が農業振興地域に設置されることについて、「意見」を付する

こととなります。この意見照会については農業委員会と併せて、安芸農協

にも行っております。 

この度は、４件の申請が出ておりますので、１件ずつ議案説明をさせて

頂きます。 

それでは、議案第３９号の説明をさせていただきます。 

申請地は、新宮地区にある〇〇〇〇〇から北側にある田１筆となりま

す。申請人は高齢のため、耕作が困難な状況ですが、今後所有している農

地を維持していくために、分家の娘の協力が必要ということで、申請人の

実家付近に家を建てて住んでほしいとの願いから、今回申請地に住宅を建

てる計画で申請をされております。 

これまで分家の娘さんについては、申請人の住宅付近に引っ越しをした

いと考えてはいたそうですが、資金面で断念していたそうです。しかし、

申請人の土地に建てるということになれば資金面で負担が減り、この度建

築する決意に至ったそうです。 

申請人は、その他土地を所有していますが、建築条件に適さない等で代

替が可能な土地をお持ちでないことや、利用集積にも与える影響は無いと

認められること、被害防除措置が検討されているため、変更後の土地利用

に支障を及ぼさないものと判断できます。また、土地改良事業は施工され

ておらず、農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼす恐れはないと

見込んでおります。 

なお、本日ご承認を頂いたとしても、県との本協議や異議申し立て期間

等を設けることとなるため、本手続きをもってすなわち許可をすることに

はなりません。 

以上でございます。 

議長 ただいまの説明に関連して、農地利用最適化推進委員の調査結果の報告

ならびに補足説明を求めます。 



世良正喜委員、お願いします。 

世良正喜委員 １１月１９日に事務局と現地を確認してきました。 

 申請地は、現在休耕中の土地でございました。今回の申請では、平屋

の住宅を建築したいということで、農振農用地区域からの除外を求めら

れております。近隣地には住宅や太陽光パネルも設置してあるような場

所でした。 

 申請地は接道部分からはほぼ高低差がなく、土地の造成予定は無く、

整地のみを行うと被害防除計画書にも記載がありました。 

 申請理由及び申請書類等にも不備はなく、周辺農地に悪影響を与える

恐れはないと思われます。 

以上です。 

議長 ありがとうございました。当案件について、何か質問はありませんか。 

議場 (全員：質問なし) 

議長 質問がないようですので、お諮りします。 

議案第３９号「熊野農業振興地域整備計画の一部変更について」、ご異議

はありませんか。 

議場 （全員：異議なし） 

議長 異議なしと認めます。 

よって、日程第１、議案第３９号「熊野農業振興地域整備計画の一部変

更について」は原案どおり承認することに決定しました。 

 

続いて、日程第２、議案第４０号「熊野農業振興地域整備計画の一部変

更について」を議題とします。 

事務局から議案の説明をお願いします。 

事務局 議案第４０号についてご説明します。 

申請地は、初神地区に今年度新設されました〇〇〇〇〇隣接地にある田

３筆となります。申請人は令和３年１月２０日付で今回申請地の隣接地、

初神〇丁目〇〇〇〇〇外３筆の土地を農地法第５条許可の申請により取

得、令和３年３月２２日付で初神〇丁目〇〇〇〇〇の土地を同じく農地法

第５条許可の申請により取得して、現在駐車場としての利用を行っており



ます。この度大型バスの台数を増やす事業拡大計画のため、既に取得済み

の用地を含めて申請地を駐車場に転用したいとのことで、変更申請が提出

されております。新宮地区の〇〇〇〇〇の上側に本社車庫があり、現在大

型バスを７台駐車しているそうですが、今後バス増車により将来的には、

新宮の本社車庫に中型以下のバスを６台、今回申請地を含む初神車庫に大

型バスを１７台程度の保有を計画されているそうです。 

申請人は、その他土地を所有していますが代替可能である土地は該当な

いこと及び、利用集積にも与える影響は無いと認められること、被害防除

措置が検討されているため変更後の土地利用に支障を及ぼさないものと

認められます。 

以上でございます。 

議長 ただいまの説明に関連して、農地利用最適化推進委員の調査結果の報告

ならびに補足説明を求めます。 

佛圓委員、お願いします。 

佛圓委員  本件に関して、１１月９日事務局の方と一緒に状況調査に行ってまいり

ました。場所は、事務局が先ほどご説明されましたように、初神にある〇

〇〇〇〇の反対の道を約２００メートル北西の山側に向かったところに

あります。 

 現地は既に〇〇〇〇〇が駐車場として利用しておりまして、大型バスが

２台駐車しておりました。 

 その土地に隣接した３筆が今回の対象となっておりまして、現状は草が

生い茂ってその中をイノシシが掘り上げて荒れた状態の土地でございま

した。 

 この土地は３筆で三角形の形をしておりまして、その２辺のうち１辺は

初神地区の町道で近年拡幅した〇〇〇線という道路があるのですが、その

道路幅員は５メートルとなっております。もう１辺の道路も同じく５メー

トルほどの幅員となっており地域の人が利用している町道でございます。

三角形の土地となっている一番下の面が、〇〇〇〇〇の駐車場に接してお

り、申請者としては一か所にまとめて効率がいい状況になるのではないか

と思われます。 

それから現状は、既に町道〇〇〇線の拡幅工事が終了しておりまして、



道路下の排水路もしっかり整備してあり、道路の上側にある山の水や、荒

廃した田があり、大雨が降った際の水害対策としても大丈夫であると見受

けられました。 

第二小学校に向かう児童は、昔は町道〇〇〇線を通学路として利用して

いましたが、現在は県道沿いを利用する児童がほとんどで、今回拡幅した

町道〇〇〇線に大型バスが侵入しても何ら交通の障害になるようなこと

もございません。 

申請地付近は、高齢者がほとんどを占めており、農地も放置されている

ような場所がほとんどなのですが、今回の申請のように駐車場としてきれ

いに整備されるのであれば、イノシシ等の被害も少なくなるのではないか

と思われまして、むしろこの地域の住民にとっては今までよりも、安全に

なってくると見込まれ、地域の人達は喜ぶのではないかと思われます。 

補足で、この土地を所有している方は若いころから、横浜に出ておられ

ており、お父様が亡くなられて２０年くらい前から農地をお持ちですが、

百姓をやられた経験がなく、相続はしたけれども農業はできない、そうい

う方が農地以外で有効に活用していこうとする考えを示したことは、地域

の方にとっても大変意義があるのではないかと思います。 

以上です。 

議長 ありがとうございました。当案件について、何か質問はありませんか。 

議場 (全員：質問なし) 

議長 質問がないようですので、お諮りします。 

議案第４０号「熊野農業振興地域整備計画の一部変更について」、ご異議

はありませんか。 

議場 （全員：異議なし） 

議長 異議なしと認めます。 

よって、日程第２、議案第４０号「熊野農業振興地域整備計画の一部変

更について」は原案どおり承認することに決定しました。 

 

続いて、日程第３、議案第４１号「熊野農業振興地域整備計画の一部変

更について」及び日程第４、議案第４２号「熊野農業振興地域整備計画の

一部変更について」は、関連する内容となっておりますので、一括議題と



したいと思いますが、ご異議はありませんか。 

議場 (全員：異議なし) 

議長 異議が無いようですので、日程第３、議案第４１号「熊野農業振興地域

整備計画の一部変更について」及び日程第４、議案第４２号「熊野農業振

興地域整備計画の一部変更について」は、一括議題とします。 

事務局から議案の説明をお願いします。 

事務局 申請地は、〇〇〇〇〇から東側に位置する田、合計６筆でございます。

除外後の転用目的としましては、太陽光発電設備の設置を計画とされてい

ます。 

申請地は、令和２年８月２０付で農地法第５条許可申請の許可承認を得

ている計画に関連しております。本日、事前に別紙資料を配布しておりま

す。令和２年８月に許可承認された当時の申請書及び添付資料の一部をお

配りしておりますのでご参考としてください。当初計画の太陽光パネル設

置枚数は、１８３６枚とされていましたが、許可承認後、実際の測量等に

より設置不可能と判断し、隣接地である今回申請地を取得することが必要

となったそうです。 

この度の変更承認を得た場合は、今後農業委員会に事業計画変更申請及

び農地法第５条許可申請の提出が見込まれています。 

両申請者とも現在、申請地につきましては耕作されておらず、今後も農

業後継者の見通しが立たず、農業とは違う形で土地の有効利用を図りたい

と考えるようになり、今回太陽光設置会社からの誘致に賛同したとのこと

です。 

代替地の検討がされていますが、太陽光設置条件等に見合ったものがな

く、当該地が適当であるとの判断で、変更後の土地利用に支障を及ぼさな

いものと認められます。 

また、土地改良事業は施工されておらず、農業上の効率的かつ総合的な

利用に支障を及ぼす恐れはないと見込んでおります。 

以上でございます。 

議長 ただいまの説明に関連して、農地利用最適化推進委員の調査結果の報告

ならびに補足説明を求めます。 

世良正喜委員、お願いします。 



世良正喜委員 本案件は令和２年８月に許可承認を得た、萩原〇丁目〇〇〇〇〇番〇外

４筆に関わるものです。１１月１９日に現地調査を行った際には、転用済

の場所には太陽光設置は見受けられず、今回申請地については休耕状態で

した。申請書にも記載がありましたが、申請地は標高が高いところに位置

し、日当たりのよい場所でした。 

申請者は今後耕作する見込みはないとのことで、別利用で土地を活用し

たいとの思いがあり、今回農振農用地区域から除外して、その後太陽光発

電設備を設置したいとのことでした。申請書の内容からも問題はないと思

われます。 

以上です。 

議長 ありがとうございました。当案件について、何か質問はありませんか。 

議場 (全員：質問なし) 

議長 質問がないようですので、１件ずつお諮りします。 

議案第４１号「熊野農業振興地域整備計画の一部変更について」、ご異議

はありませんか。 

議場 (全員：異議なし) 

議長 異議なしと認めます。 

よって、日程第３、議案第４１号「熊野農業振興地域整備計画の一部変

更について」は原案どおり承認することに決定しました。 

 

続いて、議案第４２号「熊野農業振興地域整備計画の一部変更について」

ご異議はありませんか。 

議場 (全員：異議なし) 

議長 異議なしと認めます。 

よって、日程第４、議案第４２号「熊野農業振興地域整備計画の一部変

更について」は原案どおり承認することに決定しました。 

 

続いて、日程第５、議案第４３号「農地法第３条の規定による許可申請

について」を議題とします。 

事務局から議案の説明をお願いします。 



事務局  議案第４３号の農地法第３条の規定による許可申請について、ご説明い

たします。 

申請地は、〇〇〇〇〇から南東にある田１筆でございます。申請地は申

請書提出時は休耕中でございましたが、先日稲垣委員と調査を行った際に

は、土地全体に作付けしてある状態が確認されました。 

譲り渡し人は、労働により耕作活動に時間を充てるのが困難であり管理

が難しいということです。譲り受け人は、経営規模拡大のため、譲り受け

ようとされております。現在、譲り受け人は、農機具の保有状況からは、

耕作能力に問題はないと考えられます。 

譲り受け人の農作業へ常時従事日数は年間５０日と、世帯員である父、

〇〇〇〇〇氏が３００日となっており、権利を取得する者またはその世帯

員等の農作業に従事する「従事日数１５０日以上」の基準を満たしており

ます。下限面積につきましては、条件として権利を取得する者またはその

世帯員が耕作等する農地の面積の合算が１０００㎡以上必要となります。

今回の場合、譲り受け人の〇〇〇〇〇氏は農地を所有しておりませんが、

世帯員の〇〇〇〇〇氏が全１７筆、７０００㎡超の農地を所有しており問

題はありません。 

周辺農地や営農条件に支障を及ぼす恐れも無いと認められ、申請内容に

問題は無く、許可相当であると判断しております。 

以上でございます。 

議長 ただいまの説明に関連して、農地利用最適化推進委員の調査結果の報告

ならびに補足説明を求めます。 

稲垣委員、お願いします。 

稲垣委員  １１月１５日に事務局と現地を確認してきました。申請地につきまして

は登記簿上、田となっておりますが現状稲作は行っておらず、豆や柿の木

などが植えられている状況でした。 

 現地は、鳥獣対策として新しくフェンスを設置したり、農地も整備され

て豆等を植えられ、これから農業従事していくことが現況から見受けられ

ました。 

 譲り渡し人については、お勤めをされよるということで管理が難しく譲

り受け人にお渡しするということです。 



 譲り受け人については、補助としてお父様が農業に従事されとるという

ことと、そのお父様が農地を所有していること、また、現地の状況を見た

限り道路に接道しており、隣地に池もありそこから水を引けるということ

もあり耕作には問題が無いと判断します。 

 また、資料を見た限り申請書の内容に問題はなく、許可相当であると判

断します。 

 以上です。 

議長 ありがとうございました。当案件について、何か質問はありませんか。 

原委員  〇〇〇〇〇さんと〇〇〇〇〇さんは親子関係？ 

事務局  親子関係ではありません。 

 親戚だと思われますが、現在はっきりした関係性がわかりません。 

 申し訳ございません。 

原委員  承知した。 

議長 その他に質問がないようですので、お諮りします。 

議案第４３号「農地法第３条の規定による許可申請について」、ご異議は

ありませんか。 

議場 (全員：異議なし) 

議長 

 

異議なしと認めます。 

よって、日程第５、議案第４３号「農地法第３条の規定による許可申請

について」は原案どおり承認することに決定しました。 

 

続いて、日程第６、報告第１３号「農地法第５条第１項第７号の規定に

よる届出について」事務局から報告をお願いします。 

事務局  報告第１３号について、ご報告いたします。 

 市街化区域内の農地については、許可を必要とせず、届出により転用す

ることができることが認められております。 

本件につきましては、１０月の１か月間に届出を受理したものを報告と

して上げさせて頂いたもので、この度は農地法第５条の規定による届出が

４件ありましたことを、ご報告します。 

以上でございます。 



議長 ありがとうございました。 

以上で本日の日程はすべて終了しました。 

次回の農業委員会は１２月２０日（月）に開催予定です。 

議案につきましては１２月１３日（月）以降に事務局から送付予定です。 

以上をもちまして、令和３年第９回熊野町農業委員会を閉会します 

 


