
平成 27 年第 10 回佐伯市農業委員会議事録 

 

日  時： 平成２7年 10 月 2 日（金曜日） 14 時 00 分～ 17 時 30 分 

場  所： 佐伯市役所 ６階 第２委員会室 

出席委員： 1 番 髙橋 武夫  2 番 山田 定男    3 番 桑原 慶吾    4 番 髙野 公博     

5 番 守田 権造    6 番 木許 邦彦     7 番 池田 幸利   8 番 後藤 彰       

       9 番 矢野 誠一   10 番 白田 一男   11 番 岡田 安代   12 番 津田 幸喜      

13 番  黒岩 真由美 14 番 清水 秀人    15 番  松下 芳久   16 番 杉谷 長男          

17 番  矢野 輝人   18 番  田嶋 義生    19 番  三原 眞喜夫 20 番  山本 重夫                

21 番 河野 弘光   23 番  谷川 享宏    24 番  山口 勝廣   25 番 藤原 安政        

26 番 矢野 弥平   27 番 岩﨑 邑次    28 番 小野 隆壽   29 番 畠野 巌       

30 番 河野 一正   31 番 河野 俊雄    32 番 高司 富博   33 番 吉良 勝彦  

      34 番  三又 勝弘   35 番 大友 安正    37 番 大川 松壽 

欠席委員： 22 番 疋田 洋     36 番 五十川 覺           

事 務 局：事務局長 今山 文生 総括主幹 三浦 秀一 主幹 佐脇うつみ  

 副主幹 染矢 公博   

農 林 課 ：総括主幹 下川 秀文 副主幹 中村 裕樹 

 

 

議事日程 

 第１ 欠席委員の報告 

 第２ 議事録署名委員の指名 

 第３ 農地案件の件数ならびに面積総括表について 

 第４ 議案第 28 号 農地法第 3条の規定による許可申請について 

議案第 29 号 農地法第４条の規定による許可申請について 

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 

 

 その他 ①農用地利用集積計画（案）及び利用権設定の推進について(農林課) 

     ②農用地利用配分計画（案）の意見聴取について（農林課） 

③非農地証明願いについて 

     ④平成 28 年度佐伯市農政施策に関する建議書（案）について 

      提出予定日時 平成 27 年 10 月 19 日（月）午前 10 時 

 

 報告及び連絡事項 

(1) 全国農業新聞について 

① 「後期普及強調月間」の取り組みについて 

② 記事の募集について・・・提出：平成 27 年 11 月 4 日（水）まで  

(2) 平成 27 年度大分県農業委員研修大会について 

日時 平成 28 年 1 月 22 日（金）10：00～ 

場所 別府ビーコンプラザ 



     

 

 

事務局長：皆さん、こんにちは。定刻を若干過ぎましたが、農業委員会を始める前にお知らせがご

ざいます。農業委員会終了後、農地利用状況調査と遊休農地の有効利用ということで説

明を、農業委員会が終わった後でしたいと思います。その後、２ヶ月くらい前に話した

と思うんですけど、劇団はぐるま座が紙芝居を行いたいので、今日参っております。若

干時間をとると思いますが、よろしくお願いします。それでは、ただ今から平成 27 年第

10 回佐伯市農業委員会を開催いたします。本日の欠席委員は、22 番の疋田洋委員さん、

36 番の五十川覺委員さんです。農業委員 37 名中本日の会議の出席者は、35 名です。よ

って農業委員会会議規則第 6 条により会議が成立したことを報告します。また、先月の

大分県知事許可案件につきましては、9月30日付で許可となっていますので報告します。

それでは会長、挨拶をお願いします。 

 

会  長：（あいさつ） 

  

事務局長：それでは農業委員会会議規則第 4 条により、会長が議長になりますので会長に議事の進

行をお願いします。 

 

議  長：それでは最初に議事録の署名人を指名いたしたいと思います。議事録の署名を、34 番の

三又勝弘委員、35 番の大友安正委員にお願いします。それでは、議事に入る前に事務局

の方から議案についての説明をお願いいたします。 

 

事務局長：それでは議案書の 2 ページをお開きください。農地法第 3 条、件数が 6 件です。田 743

㎡、畑 691.9 ㎡、面積、計で 1,434.9 ㎡。農地法第 4条、件数が 5件です。田 2,166 ㎡、

畑 591 ㎡、面積、計 2,757 ㎡。農地法第 5条、件数が 7件です。田はありません。畑 2,168

㎡、面積、計で 2,168 ㎡です。合計件数、18 件、田 2,909 ㎡、畑 3,450.9 ㎡、面積、計

6,359.9 ㎡。以上提案いたします。 

 

議  長：それでは３ぺージをお開きいただきたいと思います。農地法第 3 条の規定による許可申

請書の審議に入りたいと思います。1 番について、12 番の津田委員の方から、関連性が

ありますので 4番と 5番についても津田委員の方から立証をお願いいたします。 

 

12 番委員：12 番が第 3 条の 1 を立証します。本件は売買による所有権の移転です。調査は 9 月 27

日に行いました。申請農地の位置は、丸市尾地区内に入り、佐伯市名護屋出張所より北

に 1200ｍ行き第二花き団地の上になります。農用地です。現況は畑、ハウスが建ってい

ます。佐伯市蒲江大字丸市尾浦字滝内○○、地目田、現況は畑、面積は 658 ㎡です。譲

渡人、佐伯市蒲江大字丸市尾浦、○○氏です。譲受人、佐伯市蒲江大字丸市尾浦、○○

氏です。譲受人の家族状況は本人 54 歳、父 87 歳、母 85 歳。主として父と母が農業に従

事しており、第 2 種兼業農家であります。通作距離は 1500ｍで耕作は可能であります。



農機具の所有状況は、耕運機、動力噴霧器、軽トラ、農業に必要な農機具は持っていま

す。耕作面積は、58.58ａで下限面積以上保有して、耕作すべき農地は全て耕作していま

す。本件は○○氏と○○氏との合意の売買であり双方とも了解しています。小作権及び

その他の権利設定は本件にはありません。地域の農地の利用調整に協力するというので

支障はありません。以上許可基準に照らしまして許可相当と思います。よろしくご審議

をお願いします。 

 

議  長：1番について津田委員の方からの立証が終わりました。本件について質疑、意見がござい

ましたら出してください。（異議なし、の声あり）異議なしの声がありました。とりま

とめたいと思います。1番について賛成の委員の挙手をお願いいたします。（挙手全員）

挙手全員であります。よって本案は原案のとおり許可をすることに決定をいたします。

続いて 4番につきまして津田委員の方からお願いしたいと思います。 

 

12 番委員：12 番が 3 条の 4 番を立証します。本件は交換による所有権の移転です。調査は 9 月 28

日に行いました。申請農地の位置は、森崎バス停より丸市尾方面に 150ｍいった所にある

農用地外の土地で、現況は畑であります。佐伯市蒲江大字森崎浦字横野○○番○、畑、

178 ㎡です。譲渡人、佐伯市蒲江大字森崎浦、○○氏です。譲受人、佐伯市蒲江大字森崎

浦、○○氏です。譲受人の家族状況は、本人 60 歳、妻 55 歳、子どももいます。主とし

て本人が農業に従事して、第 2 種兼業農家であります。通作距離は 10ｍで耕作は可能で

あります。農機具の所有状況は、草刈機、予防機、軽バン、農機具は持っています。耕

作面積は 21.51ａで、下限面積以上保有して、耕作すべき農地は耕作しています。本件は

○○氏と○○氏の合意の権利設定であり双方とも了解しています。小作権及びその他の

権利設定は本件にはありません。以上許可基準に照らしまして許可相当と思います。よ

ろしくご審議をお願いいたします。 

 

12 番委員：交換の分で関連がありますので、5 番も続けて立証させていただきます。会長、いいで

すか。 

 

議  長：はい、5番も関連性がありますので、津田委員の方から立証をお願いします。 

 

12 委員：12 番が 3条の 5番を立証します。本件は交換による所有権の移転です。調査は 9月 28 日 

に行いました。申請農地の位置は、森崎バス停より北西に 250ｍ行った農用地外の土地で 

畑です。佐伯市蒲江大字森崎浦字向ノ方○○番、185 ㎡です。譲渡人は佐伯市蒲江大字森 

崎浦、○○氏です。譲受人、佐伯市蒲江大字森崎浦の○○氏です。譲受人の家族状況は、 

本人 71 歳、妻 61 歳、子ども 36 歳と 34 歳。主として本人と子どもで農業に従事しており 

専業農家であります。通作距離は 50ｍで耕作は可能であります。農機具の所有状況は、ト 

ラクター、草刈機、中耕機、噴霧器、農機具は持っています。耕作面積は 30.69ａで、下 

限面積以上保有しており、耕作すべき農地は耕作しています。本件は○○氏と○○氏との 

合意の権利設定であり双方とも了解しています。小作権及びその他の権利設定は本件には 

ありません。以上許可基準に照らしまして許可相当と思います。よろしくご審議をお願い 



します。 

 

議  長：立証が終わりました。立証の中でお話にもありましたように、交換の案件でありますの

で、併せてご審議をしたいと思います。質疑、意見がございましたら出してください。

（異議なし、の声あり）異議なしとの発言がございました。とりまとめたいと思います。

本件に賛成の委員の挙手をお願いいたします。（挙手全員）挙手全員であります。よっ

て本件は原案のとおり許可をすることに決定をいたします。それでは続きまして、2番と

3番について 15 番の松下芳久委員の方から立証をお願いいたします。 

 

15 番委員：15 番が 3 条の 2 及び 3 を立証します。この案件は譲受人が同一人物ですので、2 と 3 を

同時に立証したいと思います。本件は所有権の移転です。調査は 9月 26日に行いました。

申請農地の位置は、日豊本線五所明神社前の踏切を渡り、左折して 100ｍのところに位置

しています。譲渡人は、佐伯市大字長谷、○○氏です。申請農地は、佐伯市臼坪○○番

○外 2 筆で、地目は田、現況も畑、地積は 3 筆合計で 181 ㎡です。それから３の方は、

譲渡人は津久見市在住の○○氏、58 歳です。申請農地は、佐伯市臼坪○○番○、地目は

田、現況は畑、もう 1 筆は○○番○で、地目は畑、現況も畑で 2 筆合計 204 ㎡です。譲

受人は佐伯市臼坪、○○氏、84 歳です。譲受人の家族状況は 7 人で、第 2 種兼業農家で

す。通作距離は自宅前で耕作は可能です。農機具の所有状況は、トラクター1台、コンバ

イン 1 台、乾燥機 1 台、軽トラック 1 台を所有しています。耕作は主に譲受人夫婦で行

っていますが、農繁期には子どもたちが手伝っています。申請農地は譲受人所有地の隣

地で、取得後の耕作面積は、３条の２、3 を合わせて 53.76ａで佐伯地域の下限面積 40

ａ以上となり、耕作すべき農地は全て耕作します。申請農地については、取得後は野菜

類を耕作します。本件は○○氏、○○氏と○○氏の合意の売買であり双方とも了解して

います。小作権及びその他の権利設定は本件にはありません。申請農地周辺地域への農

業上の支障は何ら予想されません。以上許可基準に照らし合わせて許可相当と思います。

よろしくご審議をお願いします。 

 

議  長：2番と3番についての立証が終わりました。本件については譲受人が同一人ということで、

2番と 3番を一括して審議いたしたいと思います。2番 3番について質疑、意見がござい

ましたら出してください。（異議なし、の声あり）異議なしとの発言がございましたん

で、とりまとめたいと思います。本件 2番、3番について賛成の委員の挙手をお願いいた

します。（挙手全員）挙手全員であります。よって本案は原案のとおり許可をすること

に決定をいたします。それでは続いて、６番について 24 番の山口勝廣委員の方から立証

をお願いいたします。 

 

24 番委員：24 番が 3 条の 6 番を立証します。本件は売買による所有権の移転です。調査は 9 月 26

日に行いました。譲渡人は、佐伯市弥生大字小田、○○氏。譲受人は、佐伯市弥生大字

小田、○○氏。所在地は、国道 10 号線、番匠交差点より大分方面に 250ｍ位進み、右側

にある県南スタンドから 80ｍほど進んだ左側です。申請農地の位置は、佐伯市弥生大字

小田字堂ノ尾○○番○と○○番○、登記地目は畑、現況はのり面、面積は 19 ㎡と 9.9 ㎡



の合計 28.9 ㎡です。農機具は、トラクター1 台、田植機 1 台、コンバイン 1 台、耕運機

1台、その他農業に必要なものは持っています。農作業は、譲受人 65 歳、母 90 歳が時々

手伝います。取得後の面積は 45.989ａで、弥生地域の下限面積 40ａ以上となります。申

請農地の周辺について、東側は防火水槽、あとは自宅周辺と山で何ら被害は予想されま

せん。農地取得後は、柿、栗、カボス等果樹を植える予定です。水利権はありません。

以上許可基準に照合した結果許可相当と思います。よろしくご審議をお願いいたします。 

 

議  長：6 番について 24 番の山口委員の方からの立証が終わりました。6 番について、質疑、意

見を求めます。（異議なし、の声あり）異議なしとの発言がございました。とりまとめ

たいと思います。本件に賛成の委員の挙手をお願いいたします。（挙手全員）挙手全員

であります。よって本件は原案のとおり許可をすることに決定をいたします。以上で、

農地法第 3条の規定による許可申請書の本日提案は全て終わりました。続いて農地法第 4

条の規定による許可申請書について審議をいたします。農地法第 4 条の規定による許可

申請書の 1番と 3番について、4番の髙野委員の方から立証をお願いいたします。 

 

４番委員：４番が４条の１番を立証します。本件は農地の転用、一時転用です。調査は９月 27 日に

行いました。申請人は佐伯市大字鶴望、○○氏でございます。申請農地の位置は、県道

佐伯弥生線、219 号線、坂の浦旧柿の内大分バス停より南東 20ｍのところにある農振地

域外の農地で、農地の区分は第 3 種、都市計画内第 2 種住居地域です。佐伯市大字鶴望

字河原田○○番○、地目は田、現況は休耕田、地積は 91 ㎡外 4筆、合計 5筆 716 ㎡です。

転用の目的は、申請人が嵩上げし畑として利用します。造成後は果樹園として、又菜園

として、柿、栗、梅、枇杷等、野菜は、大根、なす、キュウリ、トマト等を植えます。

工事計画は、許可あり次第着工し、佐伯市発注の公共工事、平成 26 年度社交第 13A-44

号市道春日通り坂ノ浦線道路舗装工事での建設発生土で施工するため無償となっており

ます。申請目的の実現性は確実であり、転用面積、位置は適当であります。被害防除に

ついては、道路より高くなる部分については土羽 1：1で施工し、隣接地との境界は隣地

と同じ高さにするので土羽は必要ないので、土砂の流出や崩壊の恐れはないと思われま

す。申請地が農地の端に位置していることから、特段支障はないと思われます。水利権

はありません。以上転用許可基準に照合した結果、許可相当と思いますので皆様のご審

議をお願いします。以上です。 

 

議  長：先に申し上げておけばよかったんですけど、今回からですね、前においてありますよう

に、プロジェクタで現地の状況の写真を見ていただくようにしております。そういうこ

とで、この前の現況を見ながら審議をしていただきたいと思います。それではただ今立

証が立証が終わりましたので、これから審議をいたしたいと思います。状況は今説明し

たとおりでいいですね。補足はないですか。 

 

事 務 局：状況はあれですけど、画面ですね、この 4条の 1は 5筆あったので、1枚に収めきらない 

ので、2枚で、今説明の間 2枚を交互に出したような具合なんですが。 

 



議  長：はい、何か皆さん方質疑ありますか。 

 

27 番委員：この分だけ。 

 

事 務 局：転用と非農地の分だけです。 

 

議  長：写真は、今事務局の方から説明があったように、2枚でですね、1枚に入らないというこ

とで。だいたい現地はこういうところですね。他に何か質疑があれば。（異議なし、の

声あり）質疑はないようにありますのでとりまとめたいと思います。本件について賛成

の委員の挙手をお願いいたします。（挙手全員）挙手全員であります。よって本案は原

案のとおり本委員会としては承認をすることに決定をいたします。続いて 3 番について

お願いいたします。 

 

４番委員：４番が４条の３番を立証します。本件は農地の転用です。調査は 9月 27 日に行いました。

申請人は、佐伯市鶴岡町、○○氏です。申請農地の位置は、佐伯鶴岡小学校グランドよ

り南へ市道を挟み 2ｍのところにある農振地域外の農地で、農地の区分は第 3種、都市計

画内第 2 種住居地域です。佐伯市鶴岡町 3 丁目○○番○、地目は畑、現況は宅地、地積

は 347 ㎡です。転用の目的は、申請人の母の死亡、平成 25 年 6月 8日により相続した土

地ですが、母が存命中の昭和 45 年 5 月に住宅を建築して借家としていたので、子である

申請人も農地であるという認識を持っておらず、平成 27 年 5 月に倉庫を建築してしまい

今回申請するものです。工事計画はすでに工事が完了し、利用しているため始末書が添

付されております。被害防除については、すでに約 45 年前から住宅として利用していま

すが、苦情等もありませんので支障はないと思えます。また、申請地周辺の農地は南側

にあるのみですが、南側には高さ 1.2ｍのブロック塀があり、境界から 10ｍ離して倉庫

を建てていますので特段支障はないと思われます。水利権はありません。以上転用許可

基準に照合した結果、許可相当と思いますので皆様のご審議をお願いします。以上です。 

 

議  長：3番につきまして髙野委員の方から立証が終わりました。本件について質疑、意見がござ

いましたら出してください。はい。 

 

32 番委員：質疑じゃなくて意見、というかお願いです。写真がどっちの方向から撮ってるのかよく

わからないので、できれば図面の方に写真を撮った矢印を入れていただくわけにはいか

んですかね。現地を見てないので図面と合わせるのに、右から撮ってるのか左から撮っ

てるのかよくわからんので、できれば図面の赤いところのどこかにカメラの絵でも置い

ちょってもろうて、こっちから撮ったよってしていただくとわかりやすいんじゃないか

と思いますが。よろしくお願いします。 

 

議  長：ちょっと事務局の方、写真を・・。 

 

事 務 局：あのですね、図面にはちょっと落とすのがですね、というか今説明の中で図面のどの方 



向から撮ったということで佐脇の方から口頭で説明してはいけないでしょうか。先ほどの 

農地造成のも少し方向がわかりづらかったということで高司委員さんからそういうご指 

摘を受けていると思いますので、どの方向でどういう風に撮っているというのを口頭で佐 

脇の方から説明をさせますのでよろしくお願いします。 

 

27 番委員：図面の中に矢印を赤で入れればいいじゃあ。 

 

事 務 局：矢印でいいですか。 

 

27 番委員：矢印でいいわ。 

 

事 務 局：カメラのマークとかよう入れんのですけど。わかるようにですね、申請地の矢印とは別 

に、赤か何かで方向を落とすようにしますので、はい。 

 

27 番委員：理屈言やあ、髙野さんが説明したんと、写真はぜんぜん位置が違う。倉庫に 45年くらい

前に作ったっていう、倉庫はねえんじゃあき。 

 

4 番委員：いやいや、この倉庫を今回作ったんです。 

 

27 番委員：45 年前の倉庫やろ。 

 

4 番委員：45年前は住宅です。 

 

27 番委員：それはどこあんの。 

 

4 番委員：住宅はこっちべたです。佐脇さん説明して。 

 

事 務 局：すいません。周辺を少し説明してよいですか。周辺なんですけど、今委員さんがおっし 

ゃってくれたように、写真の下側、黄色いポールみたいなのがあるのが側溝から道路、そ 

して小学校のグランドに通じる方で、右上の方にある新しい建物が今回建てた倉庫です。 

45 年前にって言うのが、委員さんがおっしゃったようにここのお店の、今残っているお 

店部分もそのころ残っていて、この今新しく建った倉庫の前に、45 年前に借家として家 

を建てていたそうです。それを取り壊して今回この倉庫を建てたそうで、45 年前から宅 

地として、借家ですけど、その頃からずっと農地に宅地でしてて苦情もないし、というこ 

とで、まあ自分たちも気づいてなかったので始末書つきの申請となったそうです。これが 

倉庫です。こちらもよその宅地となっております。倉庫の奥で写ってないほうは、こちら 

の申請人が住んでおり、お店を営んでおります。 

 

６番委員：手前の白いのは何ですか。 

 



事 務 局：進入路としてこの部分にはコンクリをはってしまってるようです。それを含めての始末 

書です。 

 

議  長：今回申請のですね、倉庫が隅にいってるものだから、ちょっとわかりにくいので。 

 

事 務 局：倉庫に見えないような立派な倉庫で。 

 

議  長：よろしいでしょうか。（異議なし、の声あり）それではですね、本件に賛成の委員の挙

手をお願いいたします。（挙手全員）はい、ありがとうございました。挙手全員であり

ます。よって本件は原案のとおり承認をし、県知事に進達することにいたします。続い

て、前に返って２番について 15 番の松下芳久委員の方から立証をお願いいたします。 

 

15 番委員：15 番が 4条の 2を立証します。本件は農地の転用です。調査は 9月 26 日に行いました。

申請人は、神奈川県横浜市に在住する○○氏、60 歳です。転用の目的は、進入路用地と

して使用するためですが、申請地は父が約 57 年前に取得して以降、市道からの進入路と

して使用していました。一緒に取得した自宅の土地は地目が宅地になっていたので、転

用許可申請をした上で地目変更手続きをとることを失念していたということです。この

ようなことから、父の死亡後、相続した母、その母の死亡後相続した申請人も農地であ

るという認識を持っておらず、始末書を添付して追認申請となりました。申請地の位置

は、臼坪～女島線を臼坪方向に向かって左側にある、理容おざき店を左折して 50ｍ行っ

たところの右側に位置しています。申請地は、佐伯市中村北町、地番は○○番○で、登

記地目は畑、現況は進入路用地で地積は 13 ㎡です。農地の区分は都市計画区内で第 2種

住居地域に該当します。被害防除については、すでに 57 年以上前から進入路として利用

していますが、苦情等もありませんので被害は予想されません。水利権はありません。

以上転用許可基準に照合した結果、許可相当と思われますので皆様のご審議をお願いし

ます。 

 

議  長：２番について 15 番の松下委員の方から立証が終わりました。本件について、質疑、意見

がありましたら出してください。（異議なし、の声あり）異議なしとの発言がございま

した。とりまとめたいと思います。本件について賛成をされる委員の挙手をお願いいた

します。（挙手全員）挙手全員であります。よって本案は原案のとおり、本委員会にお

いては承認をすることに決定をいたします。続きまして 4番について２0番の山本重夫委

員の方から立証をお願いいたします。 

 

20 番委員：20 番が 4 条の 4 番を立証します。本件は農地の一時転用です。調査は 9 月 26 日に行い

ました。申請人は、佐伯市中野西区に在住する○○氏です。転用の目的は、申請地は湿

田のため水田としての耕作に不向きなため、1.5ｍ程嵩上げして畑として利用し、造成後

は栗 50 本を植えます。申請地の位置は、佐伯市津志河内地区の津志河内小橋より県道長

良木立線を西に 800ｍ程の右側に位置しています。申請地は、佐伯市大字長良字明神原○

○番、地目は田、現況は耕作放棄地、地積は 760 ㎡です。農地の区分につきましては、



農振地域外の農地で、農地の区分は第 2 種に該当します。工事計画は、許可あり次第 11

月 1 日着工し、翌年 10 月 31 日完工予定で、佐伯市大字海崎字宇戸の自己所有の山林の

土を自分で搬入し、法面は土羽施工し法面勾配は 1：1.2 とします。そのためのバックホ

ー、ダンプは所有しております。申請目的の実現性は確実であり、転用面積、位置は適

当であります。排水については自然流下で支障はありません。被害防除については、東

側の田はすでに嵩上げされており現況は耕作放棄地、西側は一部嵩上げされた田で現況

は耕作放棄地、南側は県道を隔てて山林に、北側は農道と水路を隔てて耕作中の田に面

しておりますが、何ら被害は予想されません。隣接地との境界についてはすでにコンク

リートの畦が施工されています。水利権はありません。以上転用許可基準に照合した結

果、許可相当と思われますが、申請地は○○氏が平成 26 年 11 月 27 日売買で取得した時

点で県道沿いの一部が嵩上げされておりましたので始末書が添付されております。皆様

のご審議をお願いします。以上です。 

 

議  長： 4条の4番につきまして20番の山本委員の方からの立証が終わりました。本件について、

質疑、意見がありましたら出してください。 

 

20 番委員：（写真を見ながら説明）これは北側から撮ってるごとありますね。ここが農道ですね。

ここが東側の隣地。この向こう側に県道があってこれが倉庫やな。 

 

議  長：立証が終わりましたけども、ないですか。（異議なし、の声あり）異議なしの発言がご

ざいました。とりまとめたいと思います。本件について賛成をされる委員の挙手をお願

いいたします。（挙手全員）挙手全員であります。よって本案は原案のとおり承認をす

ることに決定をいたします。続きまして 4 条の 5 番について 6 番の木許邦彦委員の方か

ら立証をお願いします。 

 

６番委員：６番が４条の５番を立証します。本件は農地の転用です。調査は 9月 29 日に行いました。

申請人は、佐伯市大字上岡に在住する○○氏です。申請農地の位置は、県道 217 号線の

信号機のある一本松交差点を右折、JR 日豊本線の踏切から約 200ｍ先のＹ字路を左折、

約 20ｍ先の左側にある農振地域外の農地で、農地の区分は第 2 種です。佐伯市大字上岡

字宮ノ下○○番○、地目は畑、現況は荒地、地積は 921 ㎡です。転用の目的は、低地に

位置するため嵩上げして畑として果樹を栽培します。工事計画は 11 月 5 日に着工し、12

月 25 日までに完工の予定です。申請目的の実現性は確実であり、転用面積、位置は適当

であります。雨水は水路を利用するので支障はありません。被害防除については、東側

は農道と水路、西側は市道、南側は田と地区共有のため池の 2 筆ありますが、ため池は

20 年以上放置されたままでため池の形相はなく荒地となっています。他の 1 筆の田もす

でに埋め土されていて荒地となっていますので、何ら被害は予想されません。水利権は

小田井堰の同意を得ています。以上転用許可基準に照合した結果、許可相当と思われま

すので皆様のご審議をお願いします。 

 

議  長：5番について木許委員の方からの立証が終わりました。本件について質疑、意見がござい



ましたら出してください。（異議なし、の声あり）異議なしの発言がございました。本

件について賛成をされる委員の挙手をお願いいたします。（挙手全員）挙手全員であり

ます。よって本案は原案のとおり承認をすることに決定をいたします。それではですね、

ちょっと 4 条関係について、先月の委員会で提案をして県の方に進達した件で、申請者

から取下げの願いが出ておりますので、その状況について事務局の方から報告願います。 

 

事 務 局：はい。先月 9月 2日の総会後に県に進達した案件、4条の 2番でしたが、内容としては大 

字鶴望、脇地区の○○さんの 4条申請、そして同じく○○さんが 5条にもして、一体化し 

て貸駐車場として使用するという 4条、5条の許可申請書がありましたが、その分を 9月 

17 日付で取下願が出ましたので県の方に送っております。取下理由は駐車場が不要とな 

ったためという理由でした。 

 

６番委員：ちょっといいですか。 

 

議  長：はい。 

 

６番委員：私の担当で、本人から取り下げたという電話があったもんですから、お伺いしてどうし

たんかって聞いたらですね、５条で買うところが狭かったんですよね。畑で買いたいと

いう最初の話だったんですけど、農地は所有が狭くて、農地では買えないから、自分方

の隣の畑と一緒に、買って何するんかって言ったら、駐車場を皆が、3軒ほど困ってて駐

車場にするために買うって言ったら、そりゃいる気がないからできんよということで、

自分方の隣になんか通路みたいなところがあるからですね、それは何かって言ったら前

川だったって言うんです。そして県の所有ということで県に行ったら、所有権の移転登

記はできんけど、道路として使うんならいいということで許可をもらって、自分とこの

隣の土地と一緒に駐車場にしようということで、4条と 5条の両方でしたんです。そした

ら何か市の方から駐車場の利用者の、10 台ほどの使用者の名簿を出せと言われて、所有

権移転するところの 3 台はあったんですけど、自分方の土地の方はまだなかったんです

よね。相手が決まってなかった。それを出せって言われてですね、困ってですね、どう

しても出さないけんのならって取り下げたって言うんですけど、アパート等建てるとき

は建った後から利用者は入るんですけど、貸駐車場をすればですね、後でも貸駐車場っ

て利用できるんじゃないかと思うんですけど。それ出さないけんもんですかね。貸駐車

場を利用する人の名前を出せっていうことで腹がたったんです。それで取り下げたんで

す。おかしいて私言ってね、取り下げんでいいからって言ったんですけど、もういい、

取り下げるって言って怒っとんのですよ。おかしいなと思って私も理解できなかったん

ですけど。 

 

14 番委員：その名簿っていうのはどこが出せって言うん。 

 

6 番委員：市の農業委員会から電話があったって。県から言われたけえ。 

 



事 務 局：市の農業委員会が言い出したことではないんですよ。県から言われて、それで私も、今 

木許委員さんがおっしゃるように、確かここの利用計画が 8 台だったと思うんですけど、 

そこまでせんといけんのですかって最初言ったんですよ、今のに補足すると。当初県から 

言われたことが、駐車場がこのように不足していて、要望書という形で、このような要望 

が出ております、要望している人の住所、氏名を、8台なら 8台分の人数分、住所と氏名 

を書いた要望書をつけてくださいって最初言われたんですよ。それを依頼してくださいっ 

て。だから私も、自分も手引き等、自分の手元にあるので見てもそこまで必要かなって思 

ったから、県の人に、転用の確実性の根拠として必要って言うのはわかるけど、そこまで 

この申請に住所、氏名で相手を特定する、まあ個人情報じゃないけど、必要ですかって聞 

いたら、最初は必要ですって言われて、髙橋会長はご存知かと思うんですけど、県の人が 

言うには、県の農業会議に出る他市の分にはそのような形で、貸す為の何かとかだったら、 

住所、氏名を出してる市町村はあるとまで言われたんですよ。それで私も○○さんにも、 

そういうけど私もそこまでは○○さんに伝えて返答をもらうまでもなく、そこまで必要か 

って質問して、そしたら翌日だったか忘れたんですけど、あ、それも自筆で署名のような 

形でもらってくれって言われたから、でもそこまで一軒一軒、8軒回ってもらうのも、今 

の段階っていうか、この申請がまだこれくらいの段階で相手に求めがたいと私言ったら、 

そしたら翌日かに、それじゃあ住所、氏名をあげなさい、結局最後は 8名全部あげんでも 

いいとか県が譲歩してきたんですけど、それも逐一申請者に伝えたんですけど。取下理由 

には駐車場が不要となったためという記入だけなんですけど、うちにお見えになって話し 

ているときには、もう疲れましたってことを言われました。でも市の方に対しては、そ 

のようなで、私も県と話した経緯も、結構この分県が、伝えたら少しずつ譲歩した条件で 

要求してきたから、申請者の方もその流れはわかってくれてたんですけど。まあ、そのよ 

うな経緯がありました。 

 

14 番委員：地元の農業委員が認めちょんのに、県が何ち言いよる。 

 

事 務 局：何がっていうのがですね、地元の農業委員さんが認めてるのにって、佐伯市がですよね 

え。まあ結局許可権者が県で。 

 

３番委員：県っていうのは県の農業会議ですか。 

 

事 務 局：はい、これは、それを必要だって最初言ってきたのは、南部振興局の担当者が県の農地 

農振室と話しながら、添付書類として必要ですねえっていうような言い方から始まったこ 

とです。だから県の農業会議に提出するための添付資料として必要だからということで、 

県の農地農振室が求めたようなことです。 

 

２番委員：貸駐車場に住所、氏名っていらないはずなんですよ。例えば土地をアスファルトで全部

埋めてしまってそこを貸駐車場にしますよ、農地管理はできないですから今度貸駐車場

にしますよって言った時に、これから借りる架空の人の名前をあげるような状態なんで

すよ。私が、４ヶ月くらい前かな、もう半年くらい前になるかな、城南のある会社の貸



駐車場を依頼されてした話があると思うんですけど、そこは会社自体がボーンと貸駐車

場にしたんですよね。それで通ってるんですよ。それとほとんど変わらないような気が

するんだけれども。そういう法規っていうのはあるんですか。ちょっとお聞かせくださ

い。 

 

事 務 局：私も今とだいたい同じような内容のことを県に尋ねたんですよ。住所、氏名っていうの 

がもちろんあの、今おっしゃったのが会社が借りた分かと思ったんですけど、今の城南の 

話は。会社だったら、例えば株式会社何とかが社員何名の駐車場としてとか、社用車の駐 

車場としてって、それを明らかに、所在地どこどこの何という会社がって、相手が会社な 

ら人間と同じで特定できる、はっきりしたこういう人がいるっていう確実性、例えば家を 

建てるときには誰それがこんな家を建てますって配置図や平面図等添付してるのと同じ 

ことだっていうような、それが転用の確実性の担保だっていうのが県のそのときの理屈で 

もあったんですよ。 

 

２番委員：県の偏見じゃないん。法規的にそういうきまりがあるのですかって今私聞いたんですよ。

ないはずなんです。今から貸駐車場しますよ、これから人に貸していきますよ、じゃあ

今から借りる人の架空の名前をあげないかん。まずないと思う。 

 

事 務 局：今おっしゃるのが確実に借り手がいるのかっていうのとほとんど同レベルで、こんな立 

派な家を建てる資金はあるのかっていうので資金証明をつけさせるのとほとんど同じぐ 

らい、その元の考えっていうのは、その転用が確実に行われるかっていうような転用の確 

実性の担保っていう言葉で結びつけるようにあるんですよ。 

 

２番委員：そら県の屁理屈で。あのね、３名おるんやろ。あと５名はこれから探せばいい話やん。

何でそれをそういう状態できたのに、逆にこっちから返して、県を何とか説得させて、

○○さんでもしてあげるのが我々の仕事やないかなって思うんやけど。 

 

事 務 局：ほとんど最後の時だったか、このやりとり何回もしたんですよ。私もできるだけ、だっ 

て申請者は事務に慣れておられない方もおられ、その都度こんなに求められるのはってい 

うこともあって、最後で言われたかと思うんですけど、８台分で、今おっしゃったのが貸 

すにしても 8軒のうち 3軒しかまだわかっとらんでも、もちろん自分が造った家を貸すん 

やったらできるだけ満室にするのが造った人の心情と同じで、貸駐車場だって同じことだ 

と思うってことを言ったんですよ。そしたら県が最終的に言ったのが、それじゃあ 8台全 

部に住所、氏名を書きなさいって言ったけど、ある程度っていうことでせめて 4台ぐらい 

ははっきりした人がいることを書いてくださいってことだったんですよ。 

 

議  長：私もこの件についてはですね、今始めて聞くんです。取り下げがあったっていうのが、

どういう理由か本人から直接取り下げが出てきて、本人の意志で取り下げたかっていう

のを聞いてなくてですね、県に進達した段階で県の方からクレームがついたという話で

しょ。添付書類が不備だということの指摘を受けたと。それを今度本人に、申請者に言



うて書類をつけてくれっということで。今聞いてみますとそういう経過ですね。だから

これをこの農業委員会で慎重に審議をしてですね、ここで皆様方の同意に基づいて進達

をしちょるわけですから。それを県が勝手に何がついちょらんとか、どこが悪いとか言

うこと自体がちょっとおかしいと思うんですけどね。 

 

2 番委員：極端な話がね、今から貸アパート建てますよ、24 棟建てる中で全部入っとかんと建てら

れんっていうのと一緒なんですよ。ね、建物にしてみれば。貸駐車場っていうのもこれ

から貸すんだから。 

 

3 番委員：説明がちょっとわかりにくいんですけども、今転用するのは、駐車場にしても不特定多数

の人を対象にするのはＯＫだと思うんですよ、別に。今言ってるのは県有地か何か、河

川敷って言うたですかね。それを使用するために必要な書類じゃないんですか。例えば

県とかは・・。 

 

6 番委員：それは県じゃなくて、市に委託してるから市の方でやってくださいって。 

 

3 番委員：じゃあ市がＯＫを出せば・・。 

 

事 務 局：道路の方は、その駐車場に関しては、侵入はＯＫという市の返事が。 

 

3 番委員：それはそういう何人が必要だとかそういうことの条件は全然ついてないわけでしょ。それ

やったら問題ないと思うんですけどね。だからさっきから県って言うのがね、よくわか

らんかったんですよ、県の振興局の担当が言うのか、元の農業会議が言うのか、その辺

のところを言葉ではっきり言ってくれませんか。 

 

事 務 局：私が直接受けるのはほとんど県の南部振興局からなんですよ。県の南部振興局がってい 

うのは、振興局の担当者が自分でってこともあるけど、県の農地農振室、そこの判断を仰 

ぎながらっていうようななので。それが県の農業会議、会長が出席してくださる県の農業 

会議、審議の場ですね。そこでの添付資料として求められるからか、求められるかもしれ 

ないからか、わからんのですけど。 

 

事 務 局：すいません。進達するときに事前協議っていう形で県が一度見るんですね。それで疑義 

があったときには質問が返ってきたりするんです。普通振興局を通して全部返ってきます 

ので、おそらく農地農振室だと思います。今の南部振興局の担当者の判断ではないはずで 

す。恐らく本課にいってからの話だと思います。 

 

27 番委員：駐車場用地っていうのは、河川敷ってもう区画整理で整備しちょるとこやろう。 

 

事 務 局：今回河川敷の地目とか関係ないです。県からはそこを使っていいという話はついてると 

思います。 



 

27 番委員：ここで一つの方針を出せば○○さんが書類を出すんか。そこは説得できるん。県までい

っちょる書類を引き戻す取下申請を出しちょるんやき。 

 

６番委員：○○さんっていうよりですね、５条で売った方ですね、金を急いじょったんです。それ

で○○さんが困ってどげえすればいいかなあって言うけえ、駐車場に買うっていうから

ね、今の門前川沿いにある歩道があるんですけど、狭い、入り口に車が入れないように

ピンが立ってるんです。それで県に聞きに言ったんです。車通っていけないですかって

言ったら、あれは通れない。それで○○さんに駐車場で使えんよって。隣の畑は誰のか

って聞いたら、うちんじゃって言うんです。そしたらこの道路は何かって聞いたら、こ

の道路は昔川だったって。そしたら県じゃろうなって、今度県に行ったんです。そした

ら、それは県ですけど、売買はできんけど、道路使うのはいいですよって許可を受けた。

そしたら今度県から○○さんの方に、あれは市に委託してるから市の許可をとってくだ

さいって言われて、ほて市から許可取ったんです。道路として使うのはいいですよと。

ほいじゃあ○○さん、買いたいんならあんた方のと一緒に駐車場にせえって、自分も百

姓できんからって言うからね。木を植えたんです、果樹を。だけどもう駐車場にしなさ

いって、本人売りたいって言よるから、片一方がね。そしたら売りたいっていう方は４

台の車置こうとしとったんですよ。それはもう借り手が決まとったんです、だいたい。

自分方の方はまだないからね、そりゃ作れば周りの人が駐車場で困ってるから借り手は

何ぼでもあるんです。だけど県からそう言われて、市からしてから、本人は頭にきてね、

それは俺が責任もって説明するからって言うんやけど、もう木許さん、あんたには世話

になったけどもう二度といけんぞって気分害して怒っとるんですよ。ほやから俺はいい

けど売り手がね、困っとるんよ、金がねえに、あれ絶対売れんわいって言ってから。私

は何とかしてやりたいんですけど。それは私も頭にきたしですね、今山田委員も言った

ように、アパート建てるというとき、10世帯入ったら 10 人の入り手の名簿出さないけん

のかってそれ心配しだしたんです。それはできない、私たちは、そこまでは。そしたら

駐車場をするのにね、７台、８台の名前書けって、そりゃ無理だと思うんです。 

 

32 番委員：公文書でね、公文書で、そういう条件じゃなければ許可はできないんですかっていうこ

とをね、県に出して、佐伯市の農業委員会で回答を求めたらいいと思うんですよ。そう

せんと今後同じことが発生したら、またなりますので、そのとおりを書いてね、許可が

出らんかったけど、これはこのような名簿を出さなければ許可を出せませんかっていう

公文書を出してもらって、そして回答を佐伯市農業委員会にもらうんですよ。そしたら

それを書いたのがきまりやからね。やけ、文書として書ききるかどうかなんですよ。そ

こをしてもらった方がいいんじゃないかな。 

 

6 番委員：もしいいっていうことになれば○○さんを説得してね、土地を売りてえ人のためにも、お

前買ってやれ、取り下げえって言いたいんです。やけど本人はえれえ気分害してですね、

二度と行かんて言うんです。 

 



26 番委員：私も県の方に文書をもっての回答をもらった方がいいと思います。そうせんとここで話

してて、まあ人によってはどのような回答をくれるかっていうのは、10 人が 10 人同じ回

答じゃないんじゃないかなと自分思ってますけど、ただここで終わるんじゃなくて、う

ちの事務局が県の方へこの件についての文書をもっての回答は絶対いると思います。い

つ何日、誰がどういう意見で、出してくれえっていうことで。そうせんとまたこれ同じ

ことがおこるわ。 

 

27 番委員：今まで県が２つあってな、土木事務所の関係と、ほて農業会議の方の関係、土木の方は

もういいんじゃろ。農業会議だけじゃろ。農業会議が、下の方の担当が言いよるんか。

上の局長なりが言いよるんか。な、そこまで糸を取っていかんといけんわ。で会長が、

次回のあれをもって、会議に行った時にどうしたんがいいかと、な、それで方向性が見

えれば、会長と事務局が、木許さんあたりを通じて、○○さんを説得してから、申請し

てもらう。この問題にこげえ時間かかっても後が。 

 

議  長：岩﨑委員の方から意見出されたように、私も今そのように考えとったんですけどね、今

月の月末の県の常任会議がありますんで、その席でそういった質問をしてみましょう。

これはうちだけの問題じゃないと思うんですね。 

 

27 番委員：質問しよると、そういう結論出しちょるけえ、またややこしゅうなるけえ、その担当に

言って、佐伯市の農業委員会長ですがって行って、それをこうしてくださいって向こう

が言えばな、それの方が穏やかや。みんなの前で、18 市町村の農業委員会の前で・・。 

 

議  長：私も最近カッカきちょるんじゃけど、そげんことがあったんかっていうことをですね、

非常に申請者に対して失礼じゃと思うんですね。 

 

27 番委員：まあそうよ。そらしょうがねえ。火に油をかけたて、火は大きゅうなるんやあけ。 

 

議  長：申請者や、またこの農業委員会に対してもですね、皆で決めたことをですね、取り下げ

させたっていうんか、本人から自主的な取下げのような気もしますけど。 

 

27 番委員：もうここは通っちょるんやけな、わんわん言うたてしょうがねえ。もう議事進めようや。 

 

議  長：そういうことで今報告したような状況になってますんで。また次回のときに報告したい

と思います。それでは 4 条の案件については以上で終わります。続いてですね、第 5 条

の許可申請書についてを審議をいたしたいと思います。1 番と 7 番について、25 番の藤

原安政委員の方から立証をお願いいたします。 

 

25 番委員：25 番が 5 条の 1 番を立証します。本件は譲渡による所有権の移転です。調査は 9 月 28

日に行いました。譲渡人は、佐伯市弥生大字江良に在住する○○氏。譲受人は、佐伯市

弥生大字江良に在住する○○氏。譲渡人は、譲受人の妻の父親です。転用の目的は、譲



受人夫婦と子ども 3 人が妻の両親の家に同居しており、家族が増え手狭になったことか

ら妻の父所有の土地を譲り受け、親子 5 人で住む一般住宅を建設する計画です。申請農

地の位置は、国道 10 号線番匠橋交差点を宮崎方面に向かって約 1.9km 進んだところを右

折し、さらに川沿いを 100ｍ進んだ右側で、川と山の間に位置します。申請地は、佐伯市

弥生大字江良字宮の内○○番○と同○○番○、地積は○○番○が 175 ㎡、○○番○が 267

㎡、合わせて 442 ㎡、登記地目は 2 筆とも畑、現況はすでに土砂の搬入が行われた不耕

作地であるため譲渡人の始末書が添付されています。農地の区分は農振地域外の農地で、

農地区分は第 2 種に該当します。工事計画は許可後、概ね 12 月初旬から平成 28 年 7 月

ごろを予定しております。建設平面図並びに土地利用及び周囲の状況を調査した結果問

題ないと思われます。被害防除については、西側に農地がありますが、境界はブロック

で仕切られており特に問題はありません。雨水は隣接地の排水路に、また生活排水は農

業集落排水を利用する計画です。水利権、その他を含む権利設定は本件にはありません。

以上許可基準に照合した結果、許可相当と思われますので皆様のご審議をお願いします。 

 

議  長：1 番につきまして 25 番の藤原委員の方からの立証が終わりました。本件について質疑、

意見がございましたら出してください。（異議なし、の声あり）異議なしの発言がござ

いました。とりまとめたいと思います。1番について原案のとおり承認される方の挙手を

お願いいたします。（挙手全員）挙手全員であります。よって本件は原案のとおり承認

をすることに決定をいたします。それでは続いて 7 番につきまして藤原委員の方から立

証をお願いします。 

 

25 番委員：5条の 7番を立証します。本件はですね、8月 4日 3条の 3番で許可された案件です。そ

れが 9月 18 日許可案件の取消願が提出されまして、今回改めて 5条案件として申請する

ようになりました。実は農地で買ったらですね、なかなか駐車場とかするのに時間がか

かるので早めにするということで、ちょっと色々ないきさつがありまして、ちょっと余

分なことをさせて申し訳ありませんでしたと言っていました。調査は 9月 28 日に行いま

した。譲渡人は、佐伯市弥生大字門田に在住する○○氏。譲受人は、佐伯市弥生大字門

田に在住する○○氏。転用の目的は、譲受人は現在主に水稲を栽培する第 2 種兼業農家

で、トラクター、コンバイン、農用トラック等所有し、2km ほど離れた場所に仮置きをし

ておりますが、なかなか不便を強いられております。また家族は 8 人で農用トラックを

含む自動車も 5 台所有しており、近くの○○氏の土地を借りて駐車している現状です。

今回宅地の隣地である当地の話がまとまり、農機具置き場、並びに自家用自動車の駐車

場として利用する計画です。申請農地の位置は、国道 10 号線番匠橋交差点を宮崎方面に

向かい、約 1km 進んだ信号機を左折、須平集落内の日豊線踏切を渡り 700ｍ進んだ左側に

位置します。申請地は、佐伯市大字門田字楠○○番、地目畑、現況畑、面積 335 ㎡。農

地の区分は農振地域外の農地で、農地区分は第 2 種に該当します。工事計画は、許可後

当分現状のまま整地して利用、現在市道より 20cm 程低いため、概ね平成 28 年 1 月中旬

から 1 月末盛土を行い、北側畑との境界は現況の擁壁を補足補強を予定しております。

土地利用計画図及び周囲の状況を調査した結果問題ないと思われます。被害防除につい

ては、北側に畑があり境界にはコンクリートブロックの擁壁が設置されておりますが、



さらに補足補強を予定しており、隣地への被害はないと思われます。水利権、その他を

含む権利設定は本件にはありません。以上許可基準に照合した結果、許可相当と思われ

ますので皆様のご審議をお願いします。 

 

議  長：7番につきまして立証が終わりました。本件について質疑、意見がございましたら出して

ください。 

 

３番委員：ちょっと質問。この図面上ですね、○○の下に里道みたいなのがありますね。その間に

空地といいますか、この１筆を分筆したような形になってるんですが。 

 

25 番委員：それはもうすでに○○さんの土地になっております。 

 

3 番委員：そうですか。わかりました。 

 

25 番委員：車が入れにくかったもんでね。 

 

3 番委員：それはわかるんですけど、○○さんの場合、地番設定か、何か道路と・・。間違いないで

すね。 

 

25 番委員：間違いないです。はい。 

 

3 番委員：わかりました。 

 

議  長：はい、他にございませんか。（異議なし、の声あり）異議なしの発言がございました。

とりまとめたいと思います。本件について原案のとおり承認される方の挙手をお願いい

たします。（挙手全員）挙手全員であります。よって本件は原案のとおり承認をするこ

とに決定をいたします。それでは続いて 2番と 6番について 15 番の松下芳久委員の方か

ら立証をお願いいたします。 

 

15 番委員：15 番が 5 条の 2 を立証します。本件は所有権の移転です。調査は 9 月 26 日に行いまし

た。譲渡人は佐伯市女島に在住の○○氏、53 歳です。譲受人は、佐伯市長島町、○○氏、

54 歳です。転用の目的は、譲受人が軽量鉄骨造りの一般住宅を建築し、建築後は譲受人

夫婦と子ども 2 人と母の 5 人で居住する計画です。所有している車は 5 台ですが、来客

用駐車場と、母が車椅子ごと乗り込めるデイサービス送迎の車が家の敷地内まで入るの

で転回に必要なスペースを確保します。申請地の位置は、中江川に架かる眺め橋を渡り

南に 150ｍ行って右折し、30ｍ行ったところの左側に位置しています。申請地は、佐伯市

字女島、地番は○○番○、登記地目は畑、現況も畑で地積は 325 ㎡です。申請地の区分

は農振地域外の農地で、第 3 種農地、第 2 種住居地域に該当します。工事計画は許可が

あり次第、平成 27 年 11 月 11 日に着工し、平成 28 年 1 月 23 日完工の予定で、平面図、

配置図から判断すると、申請目的の実現性は確実であり、転用面積、位置は適当であり



ます。排水については公共下水道に接続します。被害防除については、北側道路、南側、

西側は譲渡人の畑、東側は畑ですが被害は予想されません。隣接地との境界は、コンク

リートブロックにより土留を行い、隣地や周辺農地に影響を与えないように施工します。

水利権については、塩屋地区土地改良組合の同意の意見書が添付されています。以上転

用許可基準に照合した結果、許可相当と思われますので皆様のご審議をお願いします。 

 

議  長：はい、2番につきまして、松下委員の方からの立証が終わりました。本件について、質疑、

意見がありましたら出してください。はい。 

 

6 番委員：6 番が質問します。何ヶ月か前にも鶴岡であったんですけど、4 条申請と 5 条申請のです

ね、近頃訳わからんごとなりよるんですけど。本来ならこれは、○○さんが 4 条申請全

部して、農地を転用した後に 6 分の１を○○さんに譲るべきじゃないかと思うんですけ

ど。 

 

15 番委員：それは 6番で、これは売るわけです。2番。 

 

議  長：あのお、今 2番で、質疑のありましたのは 6番のところだと思うんです。他、2番にはな

いですかね。（異議なし、の声あり）はい、それではとりまとめたいと思います。2 番に

ついて原案のとおり承認される委員の挙手をお願いいたします。（挙手全員）挙手全員

であります。よって本件は原案のとおり承認をすることに決定をいたします。それでは

続きまして関連性がありますんで、6番につきまして続いて立証をお願いいたします。 

 

15 番委員：15 番が 5 条の 6 番を立証します。本件は贈与による所有権の移転です。調査は 9 月 26

日に行いました。譲渡人は佐伯市女島に在住の○○氏、53 歳です。譲受人は、佐伯市長

島町、○○氏、54 歳で持分は 6分の 1です。同じく、○○氏、53 歳、持分は 6分の 5 で

す。転用の目的は、進入路用地として使用します。5条の 2の譲受人、○○氏が隣地に購

入して建築する一般住宅の進入路であり、5条の 2の譲受人、○○氏は自己所有農地○○

番○への進入路として使用します。申請地の位置は、中江川に架かる眺め橋を渡り南に

150ｍ行って右折し、30ｍ行ったところの左側に位置しています。申請地は、佐伯市字女

島、地番は○○番○、及び○○番○で、登記地目は畑、現況も畑で、2 筆合計、地積は

218 ㎡です。農地の区分については農振地域外の農地で、第 3種農地、第 2種住居地域に

該当します。工事計画は許可があり次第着工します。被害防除については、南側、北側

は道路、東側は住宅及び畑、西側は譲渡人の畑ですが被害がでないように施工します。

隣接地との境界は、コンクリートブロックで擁壁を設置するため隣地への被害はありま

せん。水利権については、塩屋地区土地改良組合の同意の意見書が添付されています。

以上転用許可基準に照合した結果、許可相当と思われますので皆様のご審議をお願いし

ます。 

 

議  長：6番につきまして立証が終わりました。本件について、質疑、意見がありましたら出して

ください。はい、どうぞ。 



 

6 番委員：すいません。さっきはすいませんでした。この分筆したと思うんですけどね、○○-○す

るときに、この分だけ 4 条申請っていうのはまずいんですかね。今から我々もこういう

ことがあったときに、うち持分 6 分の１とか 6 分の４を所有者名義で 5 条申請するよう

なこと。今度私たちが指導するときに、ピシッとして欲しいんですよ。本来なら、今ま

でやったら、全部を 4条申請して、そのうちの 5分の 1、6分の 1をですね、○○さんに

所有権移転するというのが私は筋じゃないかと思うんですけど。こんな申請書でいいん

ですかね、農業委員会の申請が。 

 

議  長：はい、この件について、今の質問の件については前回ですかね、このほとんど同じよう

な案件が出たんで。そのときも木許委員の方から質問がありましたですね。で、これに

ついての回答としてはですね、登記をされる場合ですね、もちろん公道ですから、進入

路ですから、共同で使われるということで、登記簿上その権利っていうんですか、その

うちのをきっちとする必要があるということで、持分をきちっとしとるわけですね。今

の質問では、4 条をしてから、4 条をすれば農地以外になりますからね。4 条だけでそれ

で終わりですわね。あと登記を本人たちがするだけで。しかしここでは 5 条ということ

になりますと、地目を変更すると同時に併せて所有権を一部分変えるということですね。

一部分は本人の持ち物ですからね。だけどきちっとするためにですね、登記簿上、こう

いう風に取り扱いをするということ、これもう指導っていうんですか、専門家の意見を

聞いて、この前の時には回答しておったと思うんですが。 

 

6 番委員：今からこのような方法がいい訳ですね。4 条申請しなくて、分けて、5 分の 1 とか３分の

１とか 10 分の 1とか分けてした方がいい訳ですね。 

 

議  長：ええ、そうですね。 

 

６番委員：私も司法書士に聞きに行ったらですね、司法書士は、私たちは許可書が添付されとった

らいいけえって。今度法務局に行ったんですよ。本来ならあんたが言うように、全部し

て、所有権移転だけですね、何分の１かを、権利を譲るんが普通だと思うんですけどね、

ということで言われましたけど。それまあ農業委員会の許可次第で許可があればします

とは言われたんですが。どうも私は納得しないんですけど。 

 

議  長：まああれですね、将来的なこともありますし、他の人にですね、所有権を移転されると

いうようなことはなかろうかとは思うんですが、その場合とかですね、持分をきちっと

してないとですね。 

 

８番委員：８番の後藤です。この件をですね、私も農地を法務局に持ち込んだときにですね、契約

書、売ったよ、買ったよという契約書の日付が許可証の日付よりも若かった場合は、も

う契約書で認めてもらえます。私の過去、自分で登記をしたときに。契約書の方が古か

ったら、これはだめよ、契約書の日付が許可証の日付よりも若くないとだめですって言



われたんです。ですから、こういうケースの場合に 6 分の 1 やから、あと 5 人次から次

と現れる可能性がありますけども、そういう方々はすでに許可証が出とるから、当然の

こと契約書は若くなるから、登記は、法務局は受け付けていただくことはできます。自

分の経験からそういうことがあったんで、お知らせします。 

 

議  長：それはあくまでもやはり、農地であればですね、農業委員会管理する必要がありますん

で。 

 

8 番委員：だから、くどいようですけども、農地を変えるには農業委員会がしなきゃいけません。持

分を変えるのは本人どおしが変えることです。ですから、その順番が間違えさえしなけ

れば、木許さんの言う方法で、4条申請をして許可をもらって、その許可の日付より若い

日付で契約書を作れば、一人目からでも 6 分の 1 ずつできます。当然のこと、あと買う

人が現れりゃ、5人に分けるんじゃと思いますから。以上です。 

 

議  長：はい、わかりました。それとですね、先ほどの説明、補足しますと、課税上持分を設定

しておると、課税はその持分によってされるということですね。 

 

６番委員：それはわかるんです。課税は一緒だと思います。４条したって、5条したって。 

 

３番委員：あの、私もですね、木許さんの考えと一緒なんです。て言いますのがですね、あともう

一区画売った場合にですね、また進入路の持分と５条の転用を出さなければいけないの

か、最初だけは出させて、あとは出なくてもいいのかということになると思います。転

用は終わりますが、できるんですが、理屈としてね、ちょっとおかしくなるんで、進入

路は進入路として転用しとったほうがいい気はしますけどね。いかがでしょうか。 

 

議  長：要するにそういうような指導を受付の段階でした方がいいんじゃないかということです

ね。 

 

事 務 局：あのお、５条申請で家を建てるときに、進入路がないと家の方の転用申請ができないと 

いうような、どこから入るんですかっていうようなことで。だから進入路と同時に５条が 

出るので、それを同じときの１枚の土地に、同じときに４条と５条を申請というのは、と 

いうことで、県は１枚のこの様式に統一ってなったと聞いているんです。それで２ヶ月か 

３ヶ月前の鶴岡のときの申請のときに、この申請で統一してます、平成 20 何年からって 

言って、県から示されて、これで取り直してくださいって言われて急遽前回対応して、４ 

条と５条を１枚の５条にという、進入路を。その前提っていうのが、同じ月に５条で家を 

建てる、家を建てるためには進入路が必ず必要だから、そのために同時にその人にも持分 

のある進入路ができているっていうようなことで、申請宅地に進入路があるっていうこと 

が。 

 

６番委員：４条申請一緒にしてですね、今回の場合、○○さんが４条申請して、２番の５条申請し



て、同じときに許可下りるんでしょう。例えば６番を４条申請したときに、○○さんが

全部ね、４条申請をして、上の２番は○○さんが○○さんに５条申請して、許可一緒に

下りるんでしょ。下りたら、○○さんが、この畑をですね、進入路として道路で登記す

れば、あと今度は登記をですね、農業委員会かける必要ないんですから、○○さんが○

○さんに６分の１、所有権移転登記でいいんじゃないですか。そしたら同時にできると

思いますよ、私は。 

 

３番委員：あのお、事務局の理屈で言いますとね、今度 2軒目の人が申請するときは、本来はもう 5

条申請だけでいいですね。で、進入路の申請はいらないんでしょ。進入路に対してはね、

本人の持分、全然そのときに出てないわけですよ。そういう添付書類つけさせるわけで

すか。 

 

事 務 局：そのときは、新しく建てた人にも持分持たせないとその人がその道を通れないので、権 

利がないので、権利を持たせるために、農地法から離れた贈与でするらしいです。 

 

３番委員：それはわかるんです。それは離れてるからできるんですけども、その時点で先に持分の

変更をしないことには、もう一人は道路の進入路がないという解釈はできないんですか。 

 

事 務 局：あたらしく建てる人ですか。 

 

３番委員：そうです。 

 

事 務 局：すいません。新しく建てる人は農地法から離れてるので、あまり。 

 

３番委員：いやいや、そうじゃないんです。理屈言ってるんです。最初の一軒は進入路がないから

許可できませんよってことでしょ。その次は何か、6分の 1とか持分持たないと許可でき

ませんということですよね。次の利用する人は進入路はないことなるわけでしょ。持分

がないんだから。 

 

事 務 局：どちらを先にするのと私もわからなくて・・。 

 

３番委員：だから理屈があわないんで、進入路として、別に登記しとけばいいんじゃないですかっ

てことなんですよ。 

 

事 務 局：私ももう、県がこういう風に統一してるからっていうので、そうしてくださいって県か 

     ら言われると、あんまり反抗できんのですね。そしてそのときも文書を示されたんです 

よ。 

 

6 番委員：じゃあ県にですね、私の言うように、4条申請で全部して、許可が下りたら 6分の 1を○

○さんにするような登記はできますかと、建築する人はそれが通ればいいわけですから、



道路できて。聞いたらどうですか、県に。私はそれの方が筋が通ると思うんですよ。お

かしいです、こういうやり方は。 

 

8 番委員：佐伯市の農業委員会でも、前、過去、私も 9年ぐらいしちょるけど、前は木許さんの言う 

方法でやりよったからわかりがよかった。途中から県の担当者が変わったからそげえなっ 

たんかもしれん。どっちでもいい、法務局が受け付けりゃいい。 

 

議  長：この申請についてはですねえ、たいがい行政書士とかですね、委託を受けて申請される

件が多いんですね。その場合ですね、行政書士なんかはこういった取り扱いが多いとい

うようには聞いてるんです。で、これを受付の段階でそうしなさいとか、これがいいで

すよとかいうことができるかなと今考えてるんですけど。まあ一番理屈がいいのがいい

と思うんですけどね。本人から申請であればですね、その時点で申請を変えることはで

きるでしょうけどね。専門家が持ってきますからですね、資格のある。 

 

2 番委員：4 条と、5 条、どちらでもできるというような見解は今聞こえたんだけども、じゃあそれ

は何でそういう風になったのかっていうのを県の方に一回問い合わせて、文書で送って

いただいたらどうですか。金の関係でしょ、銭。税金とか。 

 

6番委員：いいですか。4条申請は本人が農地を農地以外にするのが 4条だと私は思っとったんです。

5条は、所有者と、譲渡人と譲受人は別々の人、の農地を転用するのが 5条だと思っとっ

たんです。これからいくと、同じ人が同じ人の名前で 5 条申請っておかしいと思うんで

す。5分の 1とか、5分の 4とかですね、するのは私はどうかあわないんですけど。そこ

のところを県の方にピシッと文書でくださいって、私はかなり勉強したけどわからない。

5条と 4条の法律の解釈をピシッと文書でください。 

 

議  長：わかりました。ほんなら一応ですね、県の方にきちっとその理由をですね、どういった

ことでこういう風なことができるかと、こういう風にした方がいいという意見も出てま

すというようなことで、県のほうに文書でお尋ねしますか。そういうようにしたいと思

います。それではですね、6 番につきまして質疑、意見がありましたら出してください。

（異議なし、の声あり）それでは、質疑も意見もないようにありますので、ここで承認

するかしないか挙手をお願いしたいと思います。賛成の委員の挙手をお願いいたします。

（挙手全員）はい、挙手全員であります。よって本件は原案のとおり承認をすることに

決定をいたします。それでは続いてですね、農地法第 5 条の規定による許可申請の 3 番

について、6番の木許委員の方から立証をお願いいたします。 

 

６番委員：６番が５条の３番を立証します。本件は所有権の移転です。調査は 9月 29 日に行いまし

た。譲渡人は佐伯市大字鶴望に在住する○○氏です。譲受人は佐伯市鶴岡町 2 丁目に在

住する○○氏です。2 人は親子です。申請農地の位置は、JR 日豊本線のガード下の県道

佐伯津久見線を脇方向に約 100ｍ行った先にある丁字路を左折、門前川に架かる橋を直進

し、約 100ｍ先の丁字路を右折、約 150ｍ先の右手にある農振地域外の農地で農地の区分



は第 3 種です。佐伯市鶴岡西町 1 丁目○○番○、地目は畑、現状も畑、地積は 327 ㎡で

す。転用の目的は、譲受人が現在の借家では手狭になったため、父の所有する土地を譲

り受け、木造スレート葺 2階建一般住宅を建築します。工事計画は、11 月 15 日から着工

し、来年 1 月 30 日までに完工の予定です。申請目的の実現性は確実であり、転用面積、

位置は適当であります。用排水については、合併浄化槽を設置し、市道の側溝を利用す

るので支障はありません。被害防除については、東側は譲渡人の農地、西側は宅地、南

側は市道、北側は農地です。隣接農地には土留めの擁壁を施工するので何ら被害は予想

されません。水利権はありません。以上転用許可基準に照らした結果、許可相当と思わ

れますので皆様のご審議をお願いします。 

 

議  長：3番について 6番の木許委員の方からの立証が終わりました。本件について質疑、意見が

ございましたら出してください。（異議なし、の声あり）異議なしの発言がございまし

た。本件について賛成される委員の方の挙手をお願いいたします。（挙手全員）挙手全

員であります。よって本件は原案のとおり承認をすることに決定をいたします。それで

は続きまして 4番について 18 番の田嶋委員の方から立証をお願いいたします。 

 

18 番委員：18 番が 5 条の 4 番を立証します。本件は所有権の移転です。調査は 9 月 25 日に行いま

した。譲渡人は、大阪府茨木市に在住の○○氏です。譲受人は、福岡市博多区に在住の

○○氏です。転用の目的は、駐車場用地としてこの農地を買い受けて転用するものです。

申請農地の位置は、佐伯市蒲江の楠本小学校より南東に 400ｍ、南に約 20ｍ離れた場所

に位置しています。申請地は、佐伯市蒲江大字楠本浦字地下○○番、登記地目は畑、現

況は荒地、地籍は 107 ㎡です。農地の区分につきましては、農振地域外の農地で、農地

の区分は第 2種に該当します。工事計画は許可あり次第平成 27年 11 月 15 日着工し、平

成 27 年 12 月 10 日完工の予定で、配置図、平面図等から総合的に判断すると、申請目的

の実現性は確実であり、転用面積、位置は適当であります。用排水については砂利を敷

くだけで現状のまま利用しますので支障はありません。被害防除については、東側道路、

周りは宅地で何ら被害は予想されません。隣接地との境界については、すでに石積とコ

ンクリートブロックで施工されています。水利権はありません。以上転用許可基準に照

合した結果、許可相当と思われますので皆様のご審議をお願いします。 

 

議  長：4 番につきまして 18 番の田嶋委員の方からの立証が終わりました。本件について質疑、

意見がございましたら出してください。 

 

32 番委員：このうち取り下げたっていうのがあったんで、駐車場用地っていうことだったんで。4

条、5条でやってたんですよね、取り下げたっていうのは。今度の 5条の 4の駐車場用地

っていうのは名前とか出らんやったでしょうか。以上です。 

 

18 番委員：名前。 

 

32 番委員：駐車場を利用する人です。さっき取り下げたって言ったのがあったでしょ、問題になっ



て。あの時名前を求められたっていうことで腹が立ってるっていうことやったですね。

だから、今回は関係ないんですか。 

 

27 番委員：県に出して県の方から求められたっていうことやろ。 

 

18 番委員：あのですね、両親が亡くなってですね、○○さんていうのは娘さんです。 

 

32 番委員：ごめんなさい。これは事務局の方に答えてもらわんといけん。 

 

27 番委員：まだ申請しちょらんけの。 

 

32 番委員：今から申請するときに、もう例があってもらっちょるかどうか。事務局が答えてくれる

と思うんで、ちょっと待って。 

 

事 務 局：これは貸駐車場とかではなく、今写真に出てる家が、二棟、今回の申請地の草むら、木 

が生えているところの後ろと横にあるかと思うんですが、宅地になって家も建ってるんで 

すけど、それとあわせて一軒の家だったらしいんですけど、今草が生えてる今回の申請地 

だけ農地なんです。それで今回の申請の譲受人は、家のほうも購入して、それの駐車場が 

実際にない状態なんですよ。その購入する宅地の家には。それで購入する譲受人が、農地 

になってる駐車場を購入して自分の住む家の、自分の駐車場として使うそうです。ですの 

で名前というのも、自分が使うということです。 

 

32 番委員：先月の取下げの第 5 条の規定のところにですね、やっぱし駐車場用地って 5 条で書いて

るんですよ。だからあまり特別その、自分が有料駐車場を経営しますからっていうこと

は書いてないようにあるんやけど。そういうことっていうのは、自分が駐車場として使

うのはいいけど、有料駐車場で使うんやったら悪いっていうことなんでしょうか。 

 

事 務 局：たぶん県が言うのは、貸駐車場だから誰に貸すのか提示して欲しいということだと。 

 

32 番委員：わかりました、はい。すいません。 

 

議  長：よろしいですか。他にないですかね。なければですね、採決したいと思います。本件に

ついて賛成される方の挙手をお願いいたします。（挙手全員）挙手全員であります。よ

って本件は原案のとおり承認をすることに決定をいたします。それでは続きまして 5 番

について 37 番の大川委員の方から立証をお願いいたします。 

 

37 番委員：まず最初に図面を見てください。（写真を見ながら説明）それでは 37 番が 5条の 5番を

立証します。本件は農地の生前贈与による所有権の移転です。調査月日は 9月 29 日に行

いました。譲受人は、佐伯市大字長谷に在住の○○氏、職業は病院職員です。譲渡人は

佐伯市大字長谷に在住の○○氏、職業は無職です。二人の関係は甥と伯母になります。



申請農地の位置は、下城区の上堅田小学校前の交差点から西へ約 170ｍ行き右折して約

140ｍ行き右折して天徳寺の参道を約 100ｍ登ったところの右側にある農振地域外の農地

で、農地の区分は第 2 種に該当します。佐伯市大字長谷字寺道○○番、地目は畑、現況

は不耕作、地積は 414 ㎡です。転用の目的は、○○氏がこの農地に太陽光発電施設を建

設するためです。工事計画は、許可後平成 27 年 11 月 10 日から平成 28 年 2月 10 日まで

に完工の予定です。太陽光パネルは、13.4ｍ×15.015ｍ＝201.201 ㎡の面積になり、そこ

に 120 枚設置します。申請目的の実現性は、九州電力の工事請求書が添付されており、

九電許可済み案件で問題ありません。排水については、敷地がなだらかな斜面となって

おり、自然流下の浸透式で対応します。被害防除については、東側は竹薮の奥が杉林、

西側は参道に沿って高い垣根、北側は天徳寺の建物があり、南側の農地は傾斜地となっ

ており、被害は予想されません。水利権はありません。以上転用許可基準に照合した結

果、許可相当と思われますので皆様のご審議をお願いします。以上です。 

 

議  長：5 番につきまして 37 番の大川委員の方からの立証が終わりました。それでは本件につい

て質疑、意見がございませんか。（異議なし、の声あり）異議なしの発言がございまし

た。これより賛成の委員の挙手をお願いいたします。（挙手全員）挙手全員であります。

よって本件は原案のとおり承認をすることに決定をいたします。以上で、本日の議案と

して提案された事項は、3 条、4 条、5 条含めてすべて終わりました。それでは事務局の

方から、さっき出たのはもう関連があるので、あと 1件だけ、○○○○○○の分だけ。 

 

事 務 局：9月 20 日県へ進達した 5条の 6の許可申請書の取下げ願ですね、こちらが先月のうちの 

方の許可相当ので、5条の 6が 9月 24 日に提出された取下げ願で、○○○○○○○さん 

が木立の農地に太陽光発電を設置したいという申請書でしたが、取下げ理由は、記入によ 

りますと、設置時期の変更とあります。取下げ願がこの件出ました。そしてもう 1件、同 

じく 9月 20 日県へ進達の 5条の 5の許可処分の取消願が、これは 9月 30 日に提出があり 

ました。9月 30 日っていうのが、髙橋会長が代表で出席してくださる県の農業会議、そ 

こで県の許可が出るかが決まるのですが、それが許可が出た後に、取り下げたいというこ 

とで、これ内容は先月許可相当でいただいた長良の○○さんが持っている農地を○○さ 

んという方が、電気工事会社を営んでいる方なんですけど、駐車場及び資材置場用地とい 

うことで申請していた件です。許可後でしたので、これが許可処分の取消願ということで 

提出がありました。以上です。 

 

議  長：はい、事務局からの報告ですが、何かございますか。 

 

20 番委員：今言われた、許可の分の取下げというのは、私が立証した案件で、昨日ちょろっとその

話を聞きましたけど、正式にうんぬんっていうのは今初めて聞いたんですけどね。昨日

私が○○さんの方の不動産屋さんに尋ねたら、そういう話は聞いとるけどそら困るんよ

なあっていうお話やったんですよねえ。でまあ、それで話がついたんかどうか、まあ私

のところには何も、昨日か、でそういう話があるってことでどういうことやろうかって

聞いたんやけど、そん時にはまだ、そういう話は聞いとるっていうことやったけど、買



い手の方は困るって言よったんやけど、本当に両方でから申請書が出とるんやろうなあ。 

 

事 務 局：私もまあ、実は昨日山本委員さんに下話をしたところで、その後今日、実はまだ書類は 

届いてないんですよ。それで申請書には両方の署名、押印必要ですよねとか言って話した 

んですけど、譲受人とも話はできてるんですよねっていうことを話したら、できてるから 

やから、とにかく書類は持っていくからっていうように言われたんですよ。 

 

15 番委員：まだ出てないん。 

 

事 務 局：届いてないです。というのが、その理由の一つとしては、まあこれも県が様式を定めて 

いる届書なので、その中に、記入の中に許可番号ってあるんですけど、9月 30 日の農業 

会議の結果での許可証は、午後はわかりませんけど、今日の午前中、会議が始まるまでに 

はまだうちの手元に届いてないので、許可番号、うちの方でもわからんのですよ。それで 

いて県の方は様式どおりの取下願をっていうことなので、当然許可番号も入れてになるの 

で、まあそのような関係もあってまだ届いてはいないんですよ。 

 

20 番委員：理由は何ですか。 

 

事 務 局：理由、届いてないから聞いていないんですよ。でもただ双方の意思はあるっていうこと 

は、口頭では、今日も念押しみたいに電話で話したから、何か気を悪くされるぐらいに 

今日聞きなおしたとこだったんですよ。 

 

議  長：はい、山本さん。 

 

20 番委員：そもそもこの一件には因縁があるんですよ。始末書もついとったし。現状は、全部じゃ

ないですけど、田んぼを大半埋めとってですね。途中で登記簿を書き換えて、申請が出

てきたとこなんで。それからはあたってないけど、おそらくあれは埋め土じゃないと思

います。工事用の土をすでに置いとるんですよね。だから今更取り消すじゃなんじゃ言

うても。昨日聞いた話では、売主の方の不動産屋さん、○○さんからの話だと思うんで

すね。で、買い主の方は、○○不動産がついとった。昨日かおとつい私聞いたんです。

で、帰って○○さんの方に電話したら、そういうような話は聞いとるけど、困るんよな

あっと。要するに自分ところ、買い主の方としては必要やから求めとるのにもってきて、

今更、っていうことやし、不動産屋さんも色々走り回っとるのに、これぱあになれば手

数料とか入らんでしょうから。私が今晩でもまた聞いてみますけど、まだ書類が出てな

いって言よるから。で、これもういわく一件の、そのほかにもあるんですけども、そう

いうことになってくると○○さんの一件はもう受け付けられんような感じがするんです。

ちょっと他にもあるんです。今のところ書類が出てないって言うから、出てないものを

審議することはないでしょう。一応帰ったら確かめてみます。 

 

議  長：これはあれですか、佐脇さん、まだ電話だけな。書類が出とるん。取下げ申請出とるん。 



 

事 務 局： まだ出てないです。 

 

議  長：まだ出てなければ審議することも何にもないですが。架空の話で、ここで審議するのは、

書類が出て、その時点で十分やっぱり・・。 

 

事 務 局：電話連絡だけでした。 

 

議  長：ならそれはそれで、山本さんいいですね。まだ正式には出てないということなんで、電 

話があったということだけ知っとってもらえれば。それでは、休憩を、時間も下がって 

いますので、16 時半からはじめたいと思います。 

 

（休憩） 

 

議  長：その他ということで、農用地利用集積計画（案）、それに利用権設定の推進について農

林課の方から提案をお願いします。 

 

農 林 課 ：皆さんこんにちは。農林課の中村です。よろしくお願いいたします。早速ですが、前回 

の定例会でお願いしておりました利用権の新規掘り起こしと再設定につきまして、とり 

まとめしたものを農用地利用集積計画（案）として作成いたしましたので審議をお願いい 

たします。今月の農業経営基盤強化促進法第 18 条第 1項の規定による案件は 356 件とな 

っています。農用地利用集積計画（案）をご覧ください。表紙をめくっていただきまして 

一覧表をご覧ください。契約期間ごとの合計を読み上げます。契約期間 3年は、1筆、565 

㎡、契約期間 10 年は、355 筆、325,396 ㎡、これらを合計すると、356 筆で、325,961 ㎡ 

となっています。なお、各契約の詳細につきましては、次ページ以降に掲載していますの 

でご確認をお願いします。以上の内容につきまして、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と思われます。ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

会  長：農用地の利用集積計画（案）について提案がありました。本件についてご意見がありま

したら出してください。(異議なし、ありません、の声あり)。はい。 

 

35 番委員：35 番ですけど、ちょっと聞きたいんですけどね、賃貸契約がここに 9,600 円って書いち

ょる。この 9,600 円っていうのはどういう思惑があるんかと思うて。水利権はだいたい 1

反当り 9,500 円で毎月取っとんですけどね。9,600 円って書いとるんですね。ほて毎年 1

反当り積み立て金を 2,000 円ずついただいておるんですよ。その 2,000 円は機械の消耗品

代で充ててるんですけど、こういうことになる時にはこういう 2,000 円は地権者が払うん

か、借り手が払うんか、はっきりしてもらわんと困るんよなあ。 

 

議  長：ちょっと今提案しとるのはですね・・。それは 2 番目の配分計画の方ですね。農用地利

用配分計画。今提案しとるのは集積計画ですね。ちょっと待ってくださいね。1 番につ



いてないですかね。はい、守田委員。 

 

5 番委員：この書類は毎回つける必要はあるんですか。 

 

農 林 課：はい。毎回つけさせていただいておるんですけど。できれば、新規がおればですね、是 

非その用紙を活用いただいて、まあいただければという思いでつけておりますので。 

 

５番委員：あんたたちは書類を無駄にするっていうのが、関係ないってわけじゃないけども、やっ

ぱ民間やったらこんなのはつけんで。無駄なことせん。お金の無駄。 

 

農 林 課：わかりました。その辺についてはちょっと検討してみたいと思います。 

 

５番委員：必要な人は行ってもらえばいい。 

 

議  長：他に何か意見ありませんか。 

 

27 番委員：農用地利用集積計画、この資料で今色々あってあれしちょるが、私の時にゃ、事前に調

書がきて、それ勉強して、こげえ付箋つけちょんのよ。質問してえんやけど、いいかい。

これみんなにこの資料いっちょんのやろ。 

 

議  長：ええっとね、それは岩﨑さん、２番目で審議する予定です。 

 

27 番委員：今守田さんが言うように、どこが１で、上なのあらせんじゃねえか。2 番のとき私に回

してくれえ。 

 

議  長：1項目ずついってますのでね。今岩﨑さんが言われるのは配分計画の方ですね。集積計画

の方は他にないですか。（ありません、の声あり）それではですね、了承される方の挙手

を一つお願いします。（挙手全員）はい、ありがとうございました。原案どおり承認をす

ることに決定をいたします。それでは続いて利用権の設定の推進について。 

 

農 林 課 ：はい、それでは利用権の設定の推進についてです。満期が到来する利用権の再設定の推 

進と新規掘り起しを毎回お願いしているところですが、満期到来者分については該当する 

委員の方々にリストを添付しております。再設定の際にはご指導方よろしくお願いします。 

今回の書類に締め切りは 10 月 20 日としています。農林課中村、または各振興局までよろ 

しくお願いいたします。以上です。 

 

議  長：該当の方には・・。はいどうぞ。 

 

35 番委員：借り手の申請が満期がきて、今日机にあったんですけどね、これもう 11 月 30 日に終わ

るって書いちょるんですけど、もうこれ、借り手は 8年前から作ってないんですよ、これ。 



 

農 林 課：リストがある方とない方がいると思うんですけど、今のご質問の件ですと、8年前から作 

ってないってことなんですけど、それはですね、契約期間が 11 月末までということで、 

今回更新のご案内を出したまでです。で、現状がそういうことっていうのは私の方把握し 

てないんですけども、あとはもう双方でですね、更新する、しないを決めていただくとい 

うことになろうかと思います。 

 

35 番委員：ちなみにこれですね、現状は本匠のねえ、宇津々の○○さんが作ってますよ。 

 

農 林 課：そういった事実っていうのはですね、こちらの方に合意の解約書がですね、提出されな 

いかぎりは知り得ないところもありますので、そういうところも中にはあるのかなあと思 

ってます。 

 

35 番委員：何でから俺のところに持ってきたのかなあ。 

 

農 林 課：ですからですね、そのリストは今回更新の案内を出してる方々のお知らせの意味で、担 

当する地区の農業委員さんの方に添付させていただいております。で、その方々から何か 

しらご相談がありましたら、その際は相談にのっていただいて、ご不明なことがありまし 

たらこちらに連絡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。 

 

20 番委員：ちょっといいかなあ。 

 

議  長：はい。 

 

20 番委員：別にこれを先方に、私らの方から、更新をお願いしますとか、そういうようなことはし

なくてもいいわけやな。 

 

農 林 課：はい、そのとおりです。言葉が足りない説明で申し訳ないんですけど、こちらの方から 

契約の更新の案内を、もうすでに出しておりますので、何かしら相談なり、ありましたら 

その際はのっていただいて、ご不明な点がありましたらこちらに連絡をお願いします。 

 

議  長：よろしいですか。はい。 

 

５番委員：契約、まあ 10 年で切れた方の名簿をもらってるんですけど、この方はですね、木立地区

でかなりの面積を契約してるんですけど、もう 7～8 年前から耕作してないんですよ。そ

れを私農政課の方に、調査に来てくださいって何回も言って、見に来てもらったこともあ

ります。でも全く耕作しなくて、補助金だけは 500 万くらいもらってます。これはもう木

立地区から相当苦情が出てます。それでも何の改善もないんですけど。この方は相当有名

な方です。私たちが農業委員をする前から、来てください、来てくださいって言って、現

場に連れて行って、ここ契約してるのに何で木が生えとるかって。木が生えとる、田んぼ



の中に。だけど何回も来てもらってるんですよ、農政課からは。何の指導もしてないって

ことでしょ。私たちが農業委員をしてない時から苦情が来てる。 

 

14 番委員：農政課、返事はどげえするんか。 

 

27 番委員：下川係長、その守田さんの件は調査してから次回のときに返事せえの。わかっちょれば

今返事すればいいけん。返還させるとか。 

 

５番委員：５年度とか６年度とか、それくらい前の話じゃないんですよ。ずーっと前から。 

 

農 林 課 ：お待たせしました。上司とも相談しながら、まず調査をしまして、次回の農業委員会 

の方でも回答したいと思います。よろしいでしょうか。 

 

５番委員：お金はどうするんですか。お金を回収するんですか。 

 

農 林 課 ：お金のことも含めてですね、その辺の可能性も含めてちょっと検討して、回答したいと 

思います。 

 

５番委員：地区の方からもね、回収して当然じゃという意見が相当きてるんですよ。 

 

議  長：それはあれですね、補助金は確認をした上で交付するのは普通じゃないんですかね。 

 

５番委員：耕作してるから転作奨励金が出るんでしょ。耕作してなければ奨励金は出したらいけん 

のでしょ。してないんですよ、耕作を。それもあんたとこが来て確認を何回もしてるん 

です。この方が借りてる隣近所の方は皆困ってるんですよ。畦畔の草も刈らないし、管 

理しないんです。 

 

農 林 課 ：補助金の内容につきましてもですね、どの事業でいくら入れてるというのが今の時点で 

把握ができてないので、その辺も含めましてうちの方で確認をさせていただきたいと思 

いますのでよろしくお願いします。 

 

議  長：他はないですか。（はい、の声あり）はい、それではもうこれは推進ということであり 

ますんで、今お手元にある資料に基づいてですね、相談があれば相談にのってあげると、 

いうことでお願いしたいと思います。それでは続いて２番の農用地利用配分計画（案） 

についてご審議をお願いします。 

 

農 林 課 ：時間の方が下がっておりますが、私の方から説明させていただきたいと思います。水田 

畜産係の下川です。よろしくお願いします。皆様のお手元にですね、配布をしております 

農用地利用配分計画（案）に添って説明をさせていただきます。資料の表紙の裏側は、集 

計表になっております。今月の案件は平成 27 年 12 月 1 日開始分です。契約期間 10 年の 



田、343 筆、畑 4筆、計 347 筆、面積は、田、318,375 ㎡、畑 1,789 ㎡、計 320,164 ㎡と 

なっております。詳細につきましては 3ページ目から農用地貸付調書を添付しております 

ので、各自ご確認をお願いします。なお、今月分からですね、他の市町村の状況も参考に 

いたしまして、内容の様式を変更しておりますので、ご理解いただきますようお願いいた 

します。これまでよりも出し手の情報が詳しく掲載された農用地貸付調書を添付すること 

にさせていただいております。以上ですが、説明を終わりますのでご審議の方よろしくお 

願いいたします。 

 

議  長：はい、岩﨑委員。 

 

27 番委員：27 番です。先だって別便で家にきたからびっくりして、夜 2時ごろ目が覚めるんでちょ

っと勉強させてもらったんですが。下川係長、尋ねるけどなあ、説明会等してから、なか

ったようなことを色々しちょるんじゃけど。まあ今から言います。平均が何か、あれが

9,600 っていう、これはどこから、まあ根拠があったのかっていうんと、これは後で、1

年前にあんたに質問したら、それは農政としては立ち入りはできませんって言うて、私が

言うとるんですが。それとですね、どんどん行くとページ数打っちょらんから色々あれさ

れんけど、今 9千何ぼがですね、親子でですね、貸し付けしちょる。こんなんがあってい

いんか。今まで説明会を農協卒業した人が二人来たり、市の方からも来てあれしたけど、

家の財産を、親につぐんがそん次に子やあわ。それをこれに貸し付けて農地の集団化を図

るとか。一番最初に農業委員会に出てきた資料は、カラーでＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの地区で、こ

れを集めたら、Ａさんの一番近いところにこれだけの農地をもって行く、Ｃさんのとこは

こうもって行くとかいうような説明をして、今回私のほうの手元にきとる、皆さんに渡っ

とる資料を見ると、私の地区の大字長谷、まあ大川副会長のところも説明の地区とは同じ

ですが、私がここの 53 町 6 反の水利組合の組合長をしております。それで一生懸命やっ

ておるんですが、この家の財産を次の子、実質は 82歳なり 80 何ぼの親が、たぶん農協の

自分の預金口座から肥料とか農薬代を落としとると思うんやけど。こんなんに国の金って

いうんか、どこで拡大解釈してあれしたんか、まあ 14、5 日くらい前の大分合同に県下の

農地の集積率が出て、県北の宇佐の方がだいぶ率が多かったようにある、佐伯はだいぶ下

の方やったけど、そういうようなんをかせぐためにこういうことをするんか、引き継ぐ

56 の子どもは、トラクターとかコンバインに乗るっていうのは乗るけど、肥料設計とか

何もかもなあんにもすらあせんで、そんなんに農地を貸すっていうような架空みたいな書

類を作って、あれしていいんか。この地区では一番土地をもたれます、小作じゃなく個人

の土地を借りて面積が、自分の所有しとる、固定資産を払う面積よりもあれで、そうとう

ブレがあるからわかりませんけど、多い少ないは別として、こういうあれをしていいのか

な、うちが 53 町 6 反、自動車道とか県道拡幅とかで取られてあるんですが、保全管理の

方は 47 町なんぼになっとる。その 5 町近い土地ってどこにあんのか、そんなんもわした

ちわからんけど、それによって金がきて、佐伯市内に、最初スタートの時は 45 あった保

全の地区が、今 30 を切っとるんでしょ。その中で私が代表しちょる城村が、一番いいき、

全国で 23 位以内に入ったら総理大臣官邸で総理とあれするようになっちょるけえ、調査

出してくりて言うき、とんでもねえって、そんなん出しませんって切ったんじゃけど、農



地の耕作放棄田がないように、ほとんどないです。そういう風なのに頑張っております。

今言いたいのは、親子関係でそういう風なのができるのかということです。これ一回も説

明なかったです。地区の説明会に行っても。それで全体の地区としては、農事組合法人が

あるから 50 町歩か 47 町歩か知らんけど、それの 20％を超せばその集約が出来ると、そ

れ切ったら 2万円の補助対象にならんと。そういう解釈でいいんですね。そうすると今回

は俺たちが全体の 20％をもっちょるけえ、2万円きた金は 1万円は俺たちが取るというこ

とで、ここに名を連ねちょるしは 1万円しか貰わんのですよ。そんなん知っとる。それも

答えてください。そらまあ出す人が納得の上で、こらもう出さな、もらえん金が１町ある

人は 10 万円貰えるんじゃけな、いいと思うけど。全然今までの説明会に、一言も触れん

じゃって、親子関係での書類を出せば、金が、1 町 5 反あれば 30 万円いくなり、こえな

ん補助要綱にあるんかい。それで答えてください。それと○○○○っていうのは、124 番

ていうのは年齢が 74 になっとるけど、本当は 56 です。資料の中で何箇所かあるけど、こ

れはパソコンの打ちミスだと思うんで、これが県の方に出て行けば、私が事前にお知らせ

しておきます。あと答えについてまた言いたいと思いますので。よろしくお願いします。 

 

農 林 課：それでは一つずつ回答したいと思いますが、調書の中にですね、標準賃借料っていうの 

が 9,600 円って出てるので、これはどこから来たかということですが、これはですね、昨 

年も、今年かな、また話をしてるんですけど、この場を通じて。農業委員会の方が小作料 

の情報提供っていうのをしております。農業委員会の事務局の方で前年度の賃借料等の結 

果を基にして出している数字が 9,600 円ということで、これは 27 年度の平均の賃金と小 

作料が 9,600 円ということで出しております。この数値をここにあげております。それか 

ら 2点目の親子の貸付はよいかということですが、これについては当初うちの方も、これ 

はまずないだろうということで動いてはなかったんですが、事業を進めてる中で皆さんの 

方から色々と問い合わせがあります。その中で親子関係はだめなのかなあという話がやは 

り出てきました。それは今度は国、県の方が色んなところから推進をするときに出てきて 

いる質問に対してにの回答をしているＱ＆Ａというのが出ております。それを読むとです 

ね、親子関係でもＯＫですという回答になっております。本当にいいかということで、う 

ちの方も県の方にですね、直接補助金関係の担当をしている農地農振室に確認をさせてい 

ただいたところ、これについては受け手の方が認定農業者、あるいは人・農地プランの中 

の今後の中心的担い手に位置づけられている方であれば特に問題がないので、親子間でも 

機構を通しての集積は結構ですという回答です。ただそういった人・農地プランの中の担 

い手とか、認定農業者とかいう形でなられてない方については協議をしてくださいという 

回答がありました。今載ってる方々については、その辺を加味した上でＯＫということで 

処理されてるというところであります。それから 3点目の地域集積協力金の使途について 

ですが、これについてはうちの方からこうしてください、ああしてくださいということは 

ありません。実際に受ける方の地域担い手の方、あるいは所有者の方等の中で話をしてい 

ただいて、じゃあうちの地域はこういう風に使い方をしましょうという中で決めてるもの 

ですので、うちの方からどうこうと言うことではないんですけど、地域の中で話し合った 

結果、今岩﨑委員が言われたような割り振りになってるというところでございます。○○ 

さんの件については、うちの方ももう一度見てですね、間違いなく 50 何歳であれば訂正 



をしたいと思います。すいません。 

 

27 番委員：これは、俺があんたに 1 年前に質問したときに、この農事組合がな、スタートの時に反

当 60kg の玄米をお返ししましょうと、そして面積を広うくれて玄米がいらん人は、農協

の検査の 2等米の価格で現金をお支払いしましょうでスタートしたんよ。そしたら今年は、

昨日か農協から米の価格がきたが、1 等米で 2,010 円じゃ。30kg。それにまあ決算で 200

円か 300 円までいきめえ、それぐらいがくると思います。そういうようなんで 9千何ぼだ

しちょるかと思うたけど、今言うたように私が言うのは、後から入った人が可哀想やって

いうんよ。もう反当 30kg が限度や。そしたらよせの田の人はたった 12kg しか玄米もらわ

ん。私の方の水利が、今電気代やら、原発が動かんかったから上がってから、53 町 6 反

をまかなうのに 200 万も九電に払いよる。わしたちの手当てももろうたりしよると、1反

当たりに 4,000 くらいかかる。けどまあ保全管理事業があるからな、あれの金が、またあ

んたどうがやかましゅう言うて使わせんけえ、定期をするぞって言うんやけど、そっちで

機械の修理とかそんなんに充てよるから農家負担が少なくてす済むんですが、こら本当

中々難しいわい。もうちょっと市もそういう金の使い道の方をな、特に保全の方、使わせ

んっていうけん、この前市長に直談判して、余談ですがちょっと聞いてください。上城の、

この前蒲江のハウスを見に行った帰りに 5町歩のを見たと思うんですが、団地を。あそこ

に市場を作るんです。3つの市場をまとめて。2018 年の 4月から供用開始。そして私が水

利組合の組合長をしとるから、水洗便所の水を一滴も大越川に流させんって。市長それを

真に受けてから、集落排水のところまでパイプでつないで処理しい、怒られるきいって言

って。今そういう経過になっております。そら間違いねえな。農家の親子で金もろうて、

後でだめだった、返還をっていうことはないですね。 

 

農 林 課：追加でいいですか。今貰えるっていうのが、親子間でしたときに、地域集積協力金は OK 

ですと。ただ親子間をやった関係で、親が農業を辞めて子どもが継ぐので経営転換協力金 

をくださいというときは、それはだめですということになっておりますので、そこだけは 

誤解のないようにお願いしたいと思います。 

 

27 番委員：そういうあれであったら 82 歳の人が土地をだいぶ借りてやっとって、作る書類は 10 年

先まで、あんた方の土地を私に貸してくださいよと、私も1町3反くらい作っちょるけど、

私にその書類もきたけど、私はもう 78 歳ですから、長くても後 2 年か 3 年しかよういか

んから、そういう国じゃあ県を騙してわずかな銭を取るようなことはせんから、俺のは取

り下ぐるって言って、これには私の名前は載っとりませんよ。そしたら農協の方を退職し

たくみから、後でしもうたなの言わんでくりいよって、ああ、そげな銭はあてにしちょら

んて言っての、電話切っております。以上です。 

 

議  長：はい、わかりました。はい。大友委員どうぞ。 

 

35 番委員：話の続きですけど、9,600 円の件ですけどね、地権者が積立金っていって、2,000 円毎月

取ってるんですよね。今度年末に水路の決算があるんですけどね、積立金っていうのがポ



ンプの修理、消耗品よね、中間管理機構にいったときに 2,000 円っていうのはどげえする

んかなあ。1、2年ならいいけん、10 年、そのポンプが寿命がどのくらいかって言うたら、

機械の寿命が 8 年から 10 年って言うんですよ。管理機構が 2,000 円はどうかしてから、

借主からとったらいいんやないかな。 

 

農 林 課：今ここに載ってる 10ａ当たりの標準賃借料というのは、農業委員会の方が、先ほど岩﨑 

さんの質問に答えたとおりで、農業委員会の方が 26 年度中の利用権を設定している内容 

を全部調べ上げまして、それの平均をとった時に 1反当たりの標準が 9,600 円ですよとい 

う情報を出してるだけなんですよ。 

 

35 番委員：私が言うのはね、この単価の他にね、毎年反当 2,000 円積立金がいるんですよね。その

2,000 円が地権者が払うていかないけんもんかなって。ポンプがどのくらいで寿命になる

かっていったら、8年から 10 年っていうんよ。この 10 年契約やったら、中間管理機構が

そういう扱いで契約しちょんか、それを知りたいんですよ。 

 

27 番委員：それは大友さんの地区の問題やろうが。 

 

35 番委員：中間機構が中に入って、こげな問題どげえ解決しよるんかって。 

 

農 林 課：中間管理機構はですね、名前のとおり中間に入ってるだけで、結局地権者の方から農地 

を一回預かって、それを私が借りたいという人にまた貸してるんですよ。だから結局は借 

りてる方が・・。 

 

35 番委員：私が言うのはな、1、2年ならかんまんけどな、10 年も契約するんなら借り主が 2,000 円

払うべきじゃねえかなっていうことよ。 

 

農 林 課：それは大友さんところの水路組合の中の話になるんかなあと思うんですよ。中間管理機 

構がどうこうじゃなくて、それは地権者の方が払うか、借りてる方が払うかというのは。 

 

35 番委員：ほやけど、この説明の中に 1筆入れちょったほうがいいんやねえかと思うんよなあ。 

 

農 林 課：この中には入れることやないと思います。 

 

35 番委員：わしがちょっとね、違った話をするけどね、今私とこ水路が二つあるんですよね。それ

はね、農地がね、3,0000 円のとこと 5,000 円のとこがあるんですよ。水路の掃除に出て

くるのでも数が少なくなってですね、3,000円やったらもう会社ん方に行った方がいいわ。

もう金で解決すりゃあいいわって。そげなもんじゃないんよなあ。そういうことに対して

中間管理機構どげえ対処していくんかって言いてえんよ。それを知らんでから借った人は、

そういうことなら借りたくないっていうことになるんで。10 年経ったらポンプが傷むか

ら、やりかえないけんから積立金をね、2,000 円ずつしょうやって。10 年経ったら傷んで



しまう。 

 

農 林 課：今回のはですね、また配分計画とは異なるかと思いますので、またそれは別で話を聞い 

てですね、農業振興課の方で何がしか対応せんと悪いことであればですね、農林課の方で

対応とるような形でしたいと思います。 

 

6 番委員：ちょっといいですか。その貸し手、借り手の間でね、ポンプを使っとるぞとか水路使っと

るとか条件が違うんですから、それは貸し手と借り手の間の話し合いで中間管理機構は関

係ないと思います。 

 

議  長：他にないですかね、配分計画について。よろしいですか。それでは、了承される方の挙

手をお願いしたいと思います。はい、配分計画についての了承はされました。以上で農林

課の方は終わりたいと思います。ありがとうございました。それではですね、その他の 3

番に入りたいと思います。非農地証明願について。 

 

事 務 局：会長、その前に先ほどの 5条の、よいですかねえ。 

 

議  長：受付をまだしてないんでしょ。今事務局の言われるのは、5条でありました申請で、まだ

ですね、木許委員さんから色々ありましたように、まだ印鑑をついてないんですよね。○

○さんの印鑑は押されておるが、相手方の○○さんの印鑑が取下書の中には押されてない

ということでありますので、取下書が完成すれば県の方には進達をしないということで処

理をしたいということなんですがよろしいでしょうか。（はい、の声あり）はい、それで

よろしいということで。それではいいですか。非農地証明に入りますか。 

 

事 務 局 ：非農地証明、簡潔にできるだけしたいのですが、件数が 12 件あるんです。でも箇所とし 

てはほとんど 3箇所くらいなので、簡潔にしすぎてわからない点は質問してもらうという 

ような形でいいですか。（はい、の声あり）先に写真の方から見ていいですか。（はい、 

の声あり）今出てるのは、非農地証明 1番の大入島の分なんですけど。（異議なし、の声 

あり）少し説明いいですかね。26 年度の農地利用状況調査の際、2番の山田委員さんと事 

務局 2名で行いました。その時すでに赤判定とされた農地です。その後今回の非農地証明 

願が提出されましたので、2番の山田委員が 9月 28 日に現地調査を行いました。位置は 

竹ケ谷公民館の山間部にあります。そしてこのような（写真）状態で、森林の様相を呈し 

ております。（異議なし、次、の声あり）2番にいってよろしいですか。（はい、の声あ 

り） 

 

議  長：補足はいいですか。（はい、異議なし、の声あり） 

 

２番委員：あと大入島が 4、5件、避難地域で出ますんでそん時はまた皆さんよろしくお願いします。 

      

議  長：それでは事務局、２番について説明をお願いします。 



 

事 務 局 ：２番から４番は隣接して一体化している土地ですので。場所は木立の畑野浦方面に行く 

時に亀の甲橋ががありますよね。そこを渡ってすぐの中野酒店の裏のとこです。地図を 

ご覧になってください。２本の川に挟まれて中州のようになっている農振地域外の農地 

です。黒岩委員さんと立ち会ってもらって事務局２名、合計３名で。（写真）このよう 

にかなり生い茂っている状態ですね。耕作放棄されたのは（昭和）55 年からということ 

です。塩田となって耕作できなくなったこともあるようです。「森林の様相を呈してい 

る等農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な場合」に該当するため非農 

地と思われますのでご審議をお願いします。 

 

議  長：それでは 2番 3番 4番の担当委員さんは黒岩委員さん。補足があれば。 

 

13 番委員：事務局のおっしゃるとおりです。 

 

議  長：皆さん方何か質問ありますか。（ありません、の声あり）それでは 2番 3番 4番につい 

て原案のとおり承認される方は、証明を発行することについての了解をいただける方の 

挙手をお願いいたします。（挙手全員）はい、ありがとうございます。挙手全員であり 

ますんで非農地証明を発行することに決定いたします。続いて 5番について説明お願い 

します。 

 

事 務 局 ：5番から 12 番も続いているところで似かよったところですので、そして場所も皆さん地 

図でおわかりのように、何回か4月からも出ている番匠大橋のコマツの先のところです。 

写真が、地番ごとに撮っているのですが、全体の様相として見て頂けると。先ほどのは 

かなり深さがわかるかと思うんですけど、かなり深く生い茂っています。耕作放棄され 

て 20 年ほど経過している、現状雑種地となっているとのことです。そして耕作放棄され 

た理由は、度重なる水害で遊水池になったことにより、イノシシによる獣害もひどくそ 

のまま放置していたとのことです。そして場所によっては大きな雑木と竹が生い茂って 

すでに畑の形状はなく山林化しております。現状のまま放置しいずれは処分したいとの 

ことです。こちらも「森林の様相を呈している等農地に復元するための物理的な条件整 

備が著しく困難な場合」に該当するため非農地と思われますのでご審議をお願いします。 

 

議  長：ただ今説明がありました 5番から 6番、そして裏側にいきまして、7番 8番 9番 10 番 11 

番 12 番、いずれも同じ位置にするところです。1枚ずつ筆ごとに写真が出ておりますが、 

現況はこういう状態ということであります。これについて質疑、意見ありますか。（異 

議なし、の声あり）藤原委員、何か補足の説明があれば。 

 

25 番委員：補足説明じゃないんですけど、皆さんのところに地図がいってると思います。番匠川と 

提内川の合流する地点の内側ですね、赤く染まってるところが今回出てまして、赤で縁 

取りされた部分が前回か前々回出たとこです。地番で順々に出た範囲でやってますので、 

まだ 5、6筆か出てない部分がありますが、だいたい全体的に、ひどいところはさっき見 



た、人間の頭がちょっと出てるようなとこはちょっと軽いとこ。全体的にこういうとこ 

で、今後まだ残りの筆が出ると思います。それも一つよろしくお願いしたいと思います。 

以上です。 

 

議  長：はい、それでは意見のある方は出してください。(異議なし、の声あり)特にないように 

ありますので、5番から 6番 7番 8番 9番 10 番 11 番 12 番、これについて原案のとおり 

証明書を発行してもいいと承認をされる方は挙手をお願いいたします。（挙手全員）は 

い、挙手全員であります。よってただ今提案のありました分については非農地証明書を 

発行することに決定をいたします。以上で非農地証明につきましては終わりたいと思い 

ます。それでは続いてその他なんですが、4番の平成 28 年度佐伯市農政施策に関する建 

議書（案）について提案をお願いします。 

 

事 務 局 ：建議書につきましては、先般 9月 24 日に農業委員さんにお送りをしておりますが、9月 

17 日に第 6回運営委員会でその内容について検討を行っております。時間が下がってお 

りますが、会長、一度読み上げてよろしいでしょうか。 

 

議  長：はい。 

 

事 務 局 ：それでは、平成 28 年度佐伯市農政施策に関する建議書（案）を読み上げて提案をさせて 

いただきます。お手元の資料の 2ページからご覧いただきたいと思います。「佐伯市の 

農政施策に関する建議について。佐伯市における農業・農業者を取り巻く環境は依然と 

して厳しく、・・（途中記述省略・資料のとおり読み上げ）・・農業委員会等に関する 

法律第６条第 3項の規定に基づき建議します。・・佐伯市農業委員会 会長 髙橋武夫」 

でございます。それでは続きまして、3ページをご覧ください。「1集落営農組織に対す 

る支援について」これは髙橋会長より提出をいただいた項目でございます。「農業従事 

者の高齢化、担い手の不足に加え（途中記述省略・資料のとおり読み上げ）」「2農繁期 

の労働力確保について」この項目については谷川委員より提出をいただいております。 

「周年出荷体制の農家の雇用は安定しているが、中小農家については、・・（途中記述 

省略・資料のとおり読み上げ）」「3地域農業の維持、地域農業の担い手の育成について」 

この項目については大友委員より提出をいただいております。「（１）近年、山林の伐 

採に伴う作業道が随所で開設されております。このため・・（途中記述省略・資料のと 

おり読み上げ）」以上でございます。この建議につきましては 10 月 19 日の午前 10 時に 

運営委員会規模で市長に提出をする予定となっております。以上でございます。よろし 

くお願いします。 

 

議  長：ただ今建議についての説明がありました。何かご意見ありますか。よろしいですか。な 

いようにありますので、これをもって建議をいたしたいと思います。よろしくお願いい 

たします。次に事務局の方から報告、連絡事項がありましたらよろしくお願いします。 

 

事 務 局 ：それでは 4番の報告及び連絡事項の（1）全国農業新聞についてでございます。①番の後 



期普及強調月間の取り組みということで、本日お手元に農業新聞の資料をお配りしてお 

りますが、6月の前期に引き続きまして 10 月が後期の普及強調月間となっております。 

普及につきまして農業委員さんのご協力をよろしくお願いをいたしたいという風に思い 

ます。それから②の記事の募集ということで、例年 1回各市町村に記事の募集というこ 

とで、今回佐伯市が 1月 25 日が締め切りなんですが、できましたら来月の農業委員会ま 

でにですね、一般記事、人物紹介ともに 400 字から 450 次程度、本日お配りしました 4 

ページに若干記事の内容については記載をしておりますが、募集をいたしますので提出 

をいただければという風に思います。その最後のページにですね、全国農業新聞、今年 

の 1月 23 日号でございます。守田委員さんから紹介をいただきました微生物農法の活用 

について、直川の小野さんが紹介をされております。その記事を参考資料として添付を 

いたしておりますのでよろしくお願いいたします。それから（2）番でございます。平成 

27 年度大分県農業委員研修大会でございますが、年が明けまして、来年 1月 22 日の金曜 

日に 10 時から別府のビーコンプラザで開催をされます。期間的に空いておりまして、内 

容もどういった研修内容かわからない点もありますので、また改めてご案内を出したい 

と思いますが、都合をつけていただきまして、全農業委員の出席をお願いしたいと思い 

ます。以上でございます。 

 

議  長：報告、連絡事項終わりましたが、ちょっと一つ農地利用状況調査、この説明今日はせん 

でいいんですかね。 

 

事 務 局：一回閉会した後に。終わってこの後します。 

 

議  長：それでは今日の委員会の議案は終わりました。閉会してそれからします。 

 

事務局長：はい。 

 

議  長：以上です。 

 

事務局長：ご苦労様でした。次回の開催日は、11 月 4 日水曜日、午後 2時から市役所 6階この部屋 

で開催します。それでは閉会の挨拶を副会長からお願いします。 

 

37 番委員：皆さん大変お疲れ様です。これで第 10 回の農業委員会を終わります。引き続き説明があ

りますのでよろしくお願いいたします。 

 

（１7時 3０分閉会）  

 

 


