
平成 27 年第 11 回佐伯市農業委員会議事録 

 

日  時： 平成２7年 11 月 6 日（金曜日） 14 時 00 分～ 16 時 05 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    9 番 矢野 誠一           

      10 番 白田 一男  11 番 岡田 安代    12 番 津田 幸喜   14 番 清水 秀人        

15番  松下 芳久   16番 杉谷 長男   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    22 番 疋田 洋     23 番  谷川 享宏                

24 番  山口 勝廣   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   36 番 五十川 覺    

      37 番 大川 松壽 

欠席委員：  8 番 後藤 彰   13 番  黒岩 真由美  17 番  矢野 輝人  25 番 藤原 安政 

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 31 号 農地法第 3条の規定による許可申請について 

議案第 32 号 農地法第４条の規定による許可申請について 

議案第 33 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） 

 

 報告及び連絡事項 

(1) 認定農業者との意見交換会について 

① 日時：平成２７年１１月２７日（金）１５:００～１７:００ 

② 農業委員会の対応：運営委員会規模 

(2) 「農業委員会等に関する法律」の改正に伴う組織変更等に関する経過措置について 

(3) 懇親会（忘年会）について 

(4) 全国農業新聞の記事の募集について 

     

 

 



事務局長：皆さん、こんにちは。それでは定刻になりましたので、ただ今から平成 27 年第 11 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 8 番の後藤彰委員さん、13 番の黒

岩眞由美委員さん、17 番の矢野輝人委員さん、25 番の藤原安政委員さんです。農業委員

37 名中本日の会議の出席者は、33 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、10 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

行をお願いいたします。 

 

議  長：それでは私の方で議事を進行していきたいと思います。最初に本日の議事録の署名人を

指名いたしたいと思います。議事録の署名を、36 番の五十川覺委員、37 番の大川松壽委

員の方にお願いしたいと思います。それでは、議事に入る前に事務局から議案の説明を

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 11件、田 12,591 ㎡、

畑 10,299 ㎡、面積、計 22,890 ㎡。農地法第 4 条、件数 7 件、田 2,016 ㎡、畑 284 ㎡、

面積、計 2,300 ㎡。農地法第 5条、件数 9件、田 4,202 ㎡、畑 1,797 ㎡、面積、計 5,999

㎡。合計件数が 27 件、田 18,809 ㎡、畑 12,380 ㎡、面積、計 31,189 ㎡。以上提案いた

します。 

 

議  長：それでは農地法第 3 条の規定による許可申請書について、先ほど報告がありましたよう

に、11 件出ております。早速ですが 3条の 1番から 3番まで、一括して 12 番の津田幸喜

委員の方から立証をお願いしたいと思います。 

 

12 番委員：12 番が 3条の 1を立証します。本件は所有権の移転です。調査は 10 月 28 日に行いまし

た。申請農地の位置は、原バス停より 50ｍ行き、大師橋を渡り大内川添い 200ｍ行き

左に 60ｍ、北に 300ｍ行ったところであります。農用地です。現況は山林となっていま

すが、シキミ等耕作する予定です。佐伯市蒲江大字原浦字日用谷○○番、2,645 ㎡です。

譲渡人、佐伯市蒲江大字原浦、○○氏です。譲受人、佐伯市蒲江大字原浦、○○氏

です。譲受人の家族状況は本人 54 歳、妻 59 歳、父と母 4 人で農業に従事しており専業

農家であります。通作距離は 300ｍで耕作は可能であります。農機具の所有状況は、軽ト

ラック、耕運機、動噴、草刈機、予冷庫、必要な農機具は持っています。耕作面積は、

83.54ａ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。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

いただきたいと思います。ございませんか。（異議なし、の声あり）異議なしと発言が

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 1 番について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 2番についてお願いします。 

 

12 番委員：12 番が 3条の 2番を立証します。本件は所有権の移転です。調査は 10 月 28 日に行いま

した。申請農地の位置は、原地区バス停より 50ｍ行き、大師橋を渡り大内川添いを 300

ｍのところにあり農用地です。現況は本人がすでに耕作しています。佐伯市蒲江大字

原浦字地下○○番○、畑、面積は 1,143 ㎡です。もう 1 筆は○○番○、畑、39 ㎡です。

譲渡人、佐伯市蒲江大字原浦、○○氏です。譲受人は 3 条の 1 番と同じ○○氏ですの

で、報告は 1 番のとおりです。省かせていただきます。本件は○○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。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：はい、立証が終わりました。3条の 2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声がありましたのでとりまとめたい

と思います。3条の 2番について賛成を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し許可と決定をいたします。続

いて 3番について。 

 

12 番委員：12 番が 3条の 3番を立証します。本件は所有権の移転です。調査は 10 月 28 日に行いま

した。申請農地の位置は、原地区バス停より 50ｍ行き、大師橋を渡り大内川添いを 100

ｍ行き、左に農道を 100ｍ行ったところにある農用地外の土地で、現況は本人がすでに耕

作しています。佐伯市蒲江大字原浦字地下○○、田、996 ㎡です。もう 1筆は佐伯市蒲

江大字原浦字中ツル○○番○、面積は 102 ㎡です。農用地です。譲渡人、愛知県名古

屋市千種千代田橋、○○氏です。譲受人、佐伯市蒲江大字原浦、○○氏です。1 番、2

番と同様、譲受人が同じですので省かせていただきます。本件は○○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。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：3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。（異議なし、の声あり）異議なしの発言がありましたのでとりまとめたいと

思います。本件に賛成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することにし、許可を出すことに決定をいた

します。それでは 4番について立証をお願いいたします。 

 

12 番委員：12 番が 3条の 4番を立証します。本件は所有権の移転です。調査は 10 月 28 日に行いま

した。申請農地の位置は、森崎地区バス停より左に 100ｍ、市道を野々河内方面に 50ｍ



行き、交差点より農道を 50ｍ行き右に 30ｍのところにある農用地です。現況はすでに本

人が耕作しています。佐伯市蒲江大字森崎浦字田の上○○番○、そしてもう 1 筆ありま

す。隣接していますので同じように立証させていただきます。○○番○の農地で、畑、

486 ㎡と 397 ㎡、2筆で 883 ㎡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 32 歳、妻 31 歳、父

と母 4人で農業に従事しており専業農家であります。通作距離は 300ｍ以内で耕作は可能

であります。農機具の所有状況は、軽トラック 2 台、トラクター、農業に必要な農機具

は持っています。耕作面積は、36.78ａ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。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：4番の立証が終わりました。本件について質疑、意見を求めます。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。よって本件は原案のとおり承認し、許可をすることに決定をいたします。

ご苦労でした。それでは次に 5 番、6 番について 22 番の疋田委員の方から立証をお願い

いたします。 

 

22 番委員：22 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 10 月 30

日に行いました。申請農地の位置は県道佐伯蒲江線波越橋のところ、東へ約 500ｍくらい

のところにある農振地域内の土地であり、現状は田であります。佐伯市大字堅田字新田

○○、田、725 ㎡。譲渡人は佐伯市大字堅田、○○氏。譲受人は佐伯市大字堅田、○○氏。

譲受人の家族状況は、○○60 歳、○○59 歳、○○82 歳。主として○○夫婦が農業に従事

しており専業農家であります。通作距離は 100ｍ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、コンバイン等の農機具は持っております。耕作面積は 144.79ａで、

下限面積以上保有しており、耕作すべき農地は全て耕作しております。本件は○○氏、

○○氏の合意の売買であり双方とも了解しております。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ので、皆様の

ご審議をお願いします。 

 

議  長：5番についての立証が終わりました。これについて質疑、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 5 番に

つきましては承認し、許可をすることに決定をいたします。続いて 6 番についての立証

をお願いいたします。 

 

22 番委員：22 番が 3条の 6番を立証します。これはまた本件は交換による所有権の移転です。調査

は 10 月 30 日に行いました。申請農地の位置は県道佐伯蒲江線波越橋のところ、東へ約

500ｍくらいのところにある農振地域内の土地であり、現状は田であります。佐伯市大字



堅田字新田○○-○、田、872 ㎡。譲渡人は佐伯市大字堅田、○○氏。譲受人は佐伯市大

字堅田、○○氏。譲受人の家族状況は、○○本人 67 歳、○○、○○。主として本人と妻

が農業に従事しており専業農家であります。通作距離は 50ｍくらい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3台、乾燥機 1台、トラック 2台等の農機具は持

っております。家畜は牛 40 頭です。耕作面積は 121.21ａで、下限面積以上保有しており、

耕作すべき農地は全て耕作しております。小作権、及びその他の権利設定は本件にはあ

りません。本件は○○氏、○○氏の合意の売買であり双方とも了解しております。以上

許可基準に照らしまして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：6番について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。はい。 

 

27 番委員：27番の岩﨑ですが、この 2件について疋田委員の説明、ルールがあってわかるんですが、

両方とも最初の言葉は交換と言って、あとの締めくくりは売買と両方とも言ったんです

が、それは議事録にそういう風に載ってもいいんですか。会長としての見解を求めます。 

 

議  長：これは交換でいいんですよね。 

 

27 番委員：もともとは交換やろうけど。議事録まああれすればいいけど、二つとも売買って言うた

けな。そげえ書いちょるんやろ、原稿には。 

 

22 番委員：書いてます。 

 

27 番委員：最初言うたときは交換って言うてな。 

 

22 番委員：交換売買。 

 

27 番委員：交換売買。銭が動くんか。交換売買っていうのはいいけん、最初交換って言うちょって、

後から売買って言うけえ。面積がちっと違うから、等価交換っていう訳じゃねえんじゃ

な。 

 

22 番委員：そうそう。○○さんがイチゴ作っちょんよ。そこに○○の田があるんよ。そして○○の

牧草作っちょるところにまた○○氏の田がある。 

 

27 番委員：両方にすりゃあ渡りに船でようなるから、面積のちっとくらいを銭金でなくて、交換と

いう言葉を最初使うたけな。 

 

22 番委員：すいません。 

 



27 番委員：そこがちょっと納得いかんやったけな。交換による金銭の売買という解釈でいいな。 

 

22 番委員：はいはい。 

 

27 番委員：わかりました。 

 

議  長：他ございませんか。（異議なし、の声あり）はい、それではとりまとめいたしたいと思

います。本件について賛成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。よって本件については許可をすることに決定をいたします。それでは 7

番について 16 番の杉谷委員の方から立証をお願いいたします。 

 

16 番委員：16 番が 3 条の 7 番を立証します。本件は売買による所有権の移転です。調査は平成 27

年 10 月 23 日に行いました。申請農地の位置は、佐伯市米水津大字浦代浦間越消防機庫

より北に約 200ｍ程入ったところにあり、農振地域内の土地であります。現況は畑であり

ます。佐伯市米水津大字浦代浦字間越○○番○、現状も畑、面積は 396 ㎡です。外 2筆、

3筆合計で 1,033 ㎡です。譲渡人は、佐伯市米水津大字浦代浦、被相続人亡○○氏相続財

産管理人、○○氏、80 歳漁業です。譲受人は○○氏、佐伯市米水津大字浦代浦、60 歳、

漁業です。譲受人の家族状況は本人 60 歳、妻 57 歳、主として本人が農業に従事してお

り、第 2 種兼業農家です。申請農地は譲受人の近くの農地であり、譲受人所有で野菜類

を耕作しているとのことです。農機具の所有状況は、草刈機 2 台、軽トラ 1 台、トラッ

ク 1 台です。耕作は譲受人夫婦の 2 人で行っているとのことです。農地取得後は野菜類

を耕作するとのことです。取得後の耕作面積は 2,891 ㎡で、下限面積 20ａ以上となりま

す。申請農地周辺地域への農業上の支障は予想されません。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。以上です。 

 

議  長：7番について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。（異議

なし、の声あり）異議ないとの発言がございましたが、これについてとりまとめたいと

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。よって本件について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 8番、9番について、本日は担当が矢野輝人委員ですけれども、本日欠席

でございますんで、24 番の山口委員の方から立証をいたします。よろしくお願いします。 

 

17 番委員：24 番が 17 番、矢野氏の代読をします。17 番が 3条の 8番を立証します。本件は売買に 

(24 番代読)よる所有権の移転です。調査は 10 月 30 日に行いました。申請農地は、国道 10号線、番

匠橋を渡り、グリーンセンター番匠の先 100ｍのところを右折して約 50ｍの地点にあり

ます。なお、当該農地は譲受人の所有する農地の隣地です。所在地は、佐伯市弥生大字

門田○○-○、地目は田、面積は 944 ㎡です。譲渡人は、大分市古国府に在住の○○さん

です。職業は無職です。譲受人は、佐伯市弥生大字上小倉在住の○○氏、職業は農林業

です。譲受人の家族状況は、本人 79 歳と妻 76 歳の 2 人で専業農家です。農業は主とし

て譲受人夫婦と孫 22 歳の 3人で行っており、米とカボズを中心に、さつまいもや野菜等



を栽培しています。通作距離は 3km 程で耕作は可能です。農機具の所有状況は、トラク

ター、コンバイン、田植機、乾燥機、草刈機、噴霧器等の農業経営に必要な農機具は所

有しております。申請地取得後の耕作面積は 261.22ａで下限面積以上保有しており、耕

作すべき農地は全て耕作しております。本件は○○さんと○○氏の合意の売買であり、

双方とも了解しております。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：8番について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。よって本案について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 9番について、24 番の山口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 9 番を立証します。本件は生前贈与による所有権の移転です。調査は 10

月 25 日に行いました。譲渡人は、佐伯市弥生大字小田、○○氏、81 歳。譲受人は、佐伯

市弥生大字小田、○○氏、62 歳。2人は親子です。所在地は、国道 10 号線、番匠交差点

より右に 100ｍ程入った左側です。申請農地の位置は、佐伯市弥生大字小田字野添○○番、

地目は畑、面積は 489 ㎡、外 10 筆。合計 5,194 ㎡です。農機具は、トラクター、耕運機、

コンバイン、田植機、乾燥機、草刈機を所有しています。耕作は義母と 2 人で行ってい

ます。時々家内と子どもが手伝っています。取得後の耕作面積は 63.55ａで、弥生地域の

下限面積 40ａ以上となっております。申請農地の周辺は田んぼ、畑で農業上の支障はあ

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

願いいたします。 

 

議  長：9番について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。それでは本件につ

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10番について、

10 番、11 番ですね、14番の清水委員の方から立証をお願いいたします。 

 

14 番委員：14 番が 3 条の 10 番を立証します。本件は所有権の移転です。調査は 10 月 25 日に行い

ました。申請農地の位置は、佐伯市海崎中野地区の消防機庫の右上 10ｍのところにあり

ます。農地は現在甘夏柑がありますが、ここに栗を耕作するそうです。申請農地は佐伯

市大字海崎字首山○○番、畑、733 ㎡です。農用地外の農地です。譲渡人は佐伯市大字戸

穴の○○氏です。譲受人は佐伯市大字海崎の○○氏です。譲受人の家族状況は、本人 65

歳と妻 56 歳。主として本人が農業に従事しており第 1 種兼業農家です。通作距離は 300

ｍで 5 分で行きます。耕作は可能であります。農機具の所有状況は、トラクター、コン

バイン等の農業経営に必要な農機具は持っています。耕作面積は 52.32ａで、下限面積以

上保有しており、耕作すべき農地はすべて耕作しております。本件は○○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、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：10 番について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。それではとりま

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。よって本件について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 11 番についての立証をお願いいたします。 

 

14 番委員：14 番が 3 条の 11 番を立証します。本件は親子間の生前贈与による所有権の移転です。

調査は 10 月 25 日に行いました。申請農地は佐伯市大字戸穴の○○氏で、自宅周辺 700

ｍ以内の農業用地です。筆数が多く 38 筆、面積は 75.81ａで、下限面積以上保有してお

り、耕作すべき農地はすべて耕作をしております。譲渡人は佐伯市大字戸穴の○○氏。

譲受人も佐伯市大字戸穴の○○氏で、この 2 人は親子でございます。譲受人の家族状況

は、本人と妻、親夫婦です。主として本人と妻が従事しており専業農家です。農機具は

すべて持っております。農地取得後は引き続き柑橘類と野菜を耕作します。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：11 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。（異議なし、の声あり）異議なしの発言がございました。それでは本件

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し許可をすることに決定をいたします。以上で、3条

の案件については終了いたします。それでは続きまして農地法第 4 条の規定による許可

申請書について審議をいたしたいと思います。1 番について 35 番の大友委員の方から立

証をお願いいたします。 

 

35 番委員：35番が４条の１を立証します。本件は農地の転用です。調査は 10月 28 日に行いました。

申請者は佐伯市直川大字仁田原○○番地、○○さん、自営業で 74 歳。申請農地の位置は、

国道 10 号線神の原橋バス停から旧横川線へ 300ｍ行った林道山の神線 5ｍ行った道に沿

った土地で、農振地域外の第 2 種に該当します。佐伯市直川大字上直見字山の神○○、

地目は田、188 ㎡、現況は山林。佐伯市直川大字上直見字エツシュ田○○、地目は田、453

㎡の谷向かいの隣接地です。現況は山林。申請者の夫が昭和 50年 4 月に杉 120 本を植林

しました。植林後 40 年以上経過していますが、近隣の農地等の所有者から苦情等ありま

せん。特段支障はないと思われます。水利権はありません。申請者の夫、被相続人の死

後、相続した申請も上記のことをわからずに生活してきたのですが、農地法の転用申請

が必要なことを知り始末書を添付して今回の申請となりました。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。よろしくご審議をお願いします。 

 



議  長：1番について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。ないですか。（異議なし、の声あり）それではとりまとめたいと思います。1 番に

ついて賛成をされる方について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。よって本件については承認をいたしたいと思います。それでは続きまして

２番について 24 番の山口委員の方から立証をお願いいたします。 

 

24 番委員：24 番が４条の２番を立証します。本件は農地の転用です。農振地域外の農地で、農地の

区分は第２種です。調査は 10 月 25 日に行いました。申請人は、佐伯市弥生大字井崎、

○○氏、44 歳、会社員。所在地は、佐伯市弥生大字井崎字留田前○○番○、地目は田、

現況は雑種地、面積は 526 ㎡です。現在転用許可を受けずに平成 25 年 4 月 1日より着工

していたので始末書を添付しています。申請の位置は、国道 10 号線弥生振興局並びに畑

木バス停より 700ｍほど大分方面に行き左側です。隣接地境界は、東側は国道 10 号線、

西側、北側は宅地、南側は田んぼで何ら被害はありません。転用の目的は、事務所及び

駐車場並びに貸駐車場用地です。許可後の工事計画は平成 27 年 12 月 15 日から平成 28

年 1 月 31 日までとなっています。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いたします。 

 

議  長：2番につい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。（異議なし、の声あり）異議なしの発言がございました。それではとりまとめたい

と思います。本件について賛成をされる方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。よって本件については許可相当と認め、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 3番と 4番について 29 番の畠野巌委員の方から立

証をお願いいたします。 

 

29 番委員：29 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 11 月 1 日に行いまし

た。申請人は佐伯市狩生区の○○氏です。転用の目的は、申請人が木造 2 階建て一般住

宅を建築するためです。申請地は狩生区の旧西上浦小学校跡地から北へ 300ｍ行ったとこ

ろの市道の東側に位置しています。申請地は佐伯市大字狩生字二文字谷○○番、208 ㎡、

地目は畑、現況はみかん畑です。農地の区分は第 2 種です。排水については合併処理浄

化槽を設置し西側側溝に流します。被害防除については西側は市道、北側、東側は本人

の農地、南側は本人の宅地で被害はありません。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いたします。 

 

議  長：4条の 3番につい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。（異議なし、の声あり）異議なしの発言がございましたのでとりまとめた

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）

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。続きまして 4番について 29 番の畠野巌委員の方から立証をお願いいたします。 

 

29 番委員：29 番が４条の 4、5、6番を、関連がありますので一括して立証したいと思います。よろ



しいでしょうか。 

 

議  長：4番 5番 6番、関連がありますので一括でお願いいたします。 

 

29 番委員：本件は農地の転用です。調査は 10 月 30 日に行いました。申請人は、佐伯市大字狩生の

○○氏、○○氏、そして佐伯市霞ヶ浦の○○氏です。転用の目的は急傾斜地崩壊対策工

事で出る掘削土で嵩上げし畑として利用するためです。申請地は、広域農道瀬戸坂トン

ネルから北東へ約 200ｍの場所に位置しています。申請地は佐伯市大字狩生字浜田、地目

は田、現況は荒地、地番は○○番、305 ㎡と○○番、297 ㎡と、○○番、247 ㎡です。農

地の区分は農用地区域です。排水については南側が水路ですので問題はありません。被

害防除については、西側はすでに嵩上げし、南側、東側は水路ですので問題はありませ

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：4 番 5 番 6 番についての立証が終わりました。本件については関連性がございますので、

一括して審議をいたしたいと思います。4番 5番 6番についての意見、質疑がございまし

たら出してください。はい、どうぞ。 

 

27 番委員：27 番ですが、まあ畠野委員が答えてくれるんでしょうけど、これ俺たちが耕地整理した

とこじゃなあ。残金がねえなあ。そういう精算金が残っちょらんなあ。 

 

29 番委員：残ってないです。 

 

27 番委員：間違いないな。 

 

29 番委員：はい。 

 

27 番委員：ここにわし方の近所にあったハウスが行っちょらせんかなあ。そういう排水対策は。 

 

29 番委員：何のハウスですか。 

 

27 番委員：うちの方でアスパラ作りよった、○○がいっちょらせんか。 

 

29 番委員：あれはずっと南の方です。 

 

27 番委員：これもうトンネルの手前じゃあな。ここ日豊線があるき、わかるわい。一番下が余剰地

で売った土地やあけ。 

 

29 番委員：ハウスがあるところよりももっと北の方です、この農地は。 

 



27 番委員：○○さんのハウスはトンネルの手前か。横に農道が入っちょるその近所に行ったんやね

えんか。 

 

29 番委員：そことはずっと離れております。 

 

27 番委員：そういう被害はないな。排水的な。 

 

29 番委員：ずっと離れております。問題ありません。 

 

27 番委員：それが確認できちょら。はい、わかりました。 

 

議  長：他にございませんか。（異議なし、の声あり）ないようにありますのでとりまとめたい

と思います。４条の４番５番６番について賛成をされ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した。それでは４番５番６番について承認をす

ることに決定をいたします。続きまして７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 4条の 7番を立証します。本件は農地の転用です。調査は 10月 30 日に行いました。

申請人は、佐伯市常盤東町に在住する○○氏、持分２分の１と、千葉県八千代市高津に

在住する○○氏、持分２分の１です。申請農地の位置は、国道 217 号線の信号のある一

本松交差点を右折、JR 日豊本線の踏切を渡って変則的な３つの交差点を直進的に進み、

次の交差点を左折、約 30ｍ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。佐伯市大字上岡字八戸○○番○、地目は畑、現状は公衆道路。地積は 76 ㎡です。転

用の目的は、申請人が隣接する農地への進入路として使用するための申請ですが、現実

は申請者の被相続人が昭和 48 年２月に申請地の奥の土地を売却したとき、進入路として

アスファルト舗装し道路に転用していますので始末書を添付しています。雨水は自然流

下するので支障はありません。被害防除については、東側と南側は宅地、北側は農地、

西側は公衆道路で、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：４条の 7 番について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）異議なしとの発言がございましたのでとり

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。よって本件については承認をすることに決定をいたしま

す。以上で４条の許可申請については審議を終わります。続いて農地法第５条の規定に

よる許可申請書について審議をいたしたいと思います。５条の１番について 33 番の吉良

委員の方から立証をお願いいたします。 

 

33 番委員：33 番が 5条の 1番を立証します。本件は所有権の移転です。調査は 10 月 25 日に行いま

した。譲渡人は、竹田市荻町馬場に在住する○○さんです。譲受人は、佐伯市池船町に



在住する○○さん、○○さん、それぞれ２分の１ずつです。転用の目的は、譲受人は隣

地の雑種地を購入し木造住宅を建設しますが、その住宅の駐車場用地として利用する計

画です。申請地の位置は、佐伯市上久部県営住宅から西に約 300ｍ行き左折した場所に位

置しています。申請地は、佐伯市大字稲垣字塩田○○番○、登記地目は畑で、申請地は

すでに道路と同じ高さになっております。盛土等は行わず現状のまま利用でき、周囲は

住宅化が進んでおり特段支障はありません。地積は 18 ㎡です。農地の区分につきまして

は農振地域外で、農地の区分は３種に該当します。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。排水については発生する要素も

なく支障はありません。被害防除については、何ら予想されません。隣接地との境界に

ついても問題は考えられません。水利権につきましては、利用することもなく問題はあ

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：1番について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）異議ないとのことですのでとりまとめたいと思います。

1番について賛成を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条の２番

について山口委員の方から、今日は矢野輝人委員が欠席でありますので、代わって立証

をお願いいたします。 

 

17 番委員：24 番が 17 番矢野氏の立証をいたします。本件は所有権の移転です。調査は 10 月 31 日 

(24 番代読)に行いました。譲受人は、佐伯市弥生大字門田に在住の○○氏、32 歳、団体職員です。

譲渡人は、佐伯市弥生大字大坂本に在住の○○氏、55 歳、会社役員です。申請農地は、

県道三重・弥生線を弥生振興局から本匠方面に 1km 程進み、山梨子バス停を山梨子集落

に向かって右折し、約 500ｍ進んだ山際に位置します。当該農地は農振地域外にあり、農

地の区分は第２種に該当します。所在地は、佐伯市弥生大字山梨子字前田○○番○と同

○○番○の２筆です。地目は両者とも畑、現況は雑種地となっています。地積は前者が

230 ㎡、後者が 280 ㎡です。転用の目的は、譲受人が木造の平屋建て一般住宅の建設用地

として利用します。なお、盛り土等は行わず現況のまま利用します。東側と西側は住宅

と隣接し、北側は山となっております。南側は農地となっていますが、市道と水路で隔

てられており、建物による日照被害はありません。また生活排水については合併浄化槽

を設置し水路に放流します。なお、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。皆様のご審議をお願いします。 

 

議  長：2番について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。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。よって本件については許可相当と認めることに決定をいたします。そ

れでは続きまして５条の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 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 10 月 26 日に行いまし

た。譲受人は佐伯市鶴岡町、○○氏。譲渡人は、佐伯市鶴岡町、○○氏。申請農地の位

置は、桝形地区、料理仕出し味の白鷺さんから東に 20ｍのところにある農振地域外の農

地で、農地の区分は都市計画内の第２種住居地域です。佐伯市鶴岡町１丁目○○番○、

地目は田、現況は畑、地積は 181 ㎡です。転用の目的は、申請人、譲受人が木造２階建

て一般住宅を建築いたします。工事計画は許可があり次第着工し、平成 28 年 4月完成の

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、合併処理浄化槽を設置し道路の側溝に放流します。被害防除については、

盛り土等は行わず現状のまま利用し、周囲は宅地化が進んでおり特段支障はないと思い

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、許可相当と思いますの

で皆様のご審議をお願いします。 

 

議  長：はい、3番について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）異議なしとの発言がございました。本件につ

いて賛成を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

って本件については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 22 番の疋田委員の方から立証をお願いいたします。 

 

22 番委員：22 番が 5条の 4番を立証します。本件は賃借権の設定です。調査は 10 月 30 日に行いま

した。借人は佐伯市常盤南町、○○○○、○○氏。貸人は、佐伯市大字堅田、○○氏。

申請農地の位置は、県道佐伯蒲江線府坂橋を渡り約 30ｍ位行ったところ、竹角公民館の

ところ、東にある農振地域内の農地です。佐伯市大字堅田字竹角○○番○、田、3,788 ㎡、

○○番○、田、1,000 ㎡、○○番○、田、170 ㎡、合計 4,958 ㎡のうち、1,200 ㎡を借り

受けて、仮設現場及び資材置き場並びに駐車場用地を作る計画です。工事計画は許可あ

り次第着工予定です。申請目的の実現性は確実であり、計画面積は適当であります。用

排水については市道の側溝を利用するので支障ありません。竹角地区の水利組合長から

合意の意見書が添付されています。これを見に行ったら、仮設現場が建っておって、よ

う聞いたら 10 月の 13 日に工事が早まったため、仮設事務所を作ったそうです。それに

始末書が添付されております。被害防除については、東は田、西は県道、南は市道、北

は雑種地で何ら被害は予想されません。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。以上です。 

 

議  長：4番について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。 

 

７番委員：7番の池田です。農振地域内の土地を駐車場とか資材置場に賃借権を設定するというのは、

普通のことなんですか。私勉強足りんでわからんのですけど。 

 

議  長：事務局の方。 

 



事 務 局：普通のことかって聞かれると答え方もわかりかねるんですけど、この土地、皆さんもご 

記憶にあるかと思うんですが、私自身は知らないんですけど、申請書をくってみてわかっ 

たんですけど、高速道路が開通する前、高速道路工事そのものじゃなかったんですけど、 

監視装置の会社とか書いてたんですけど、そこがやはり仮設事務所を、ほとんどこれと同 

じ面積で使用してたというお話聞いて、申請書も見たらとおりだったんですけど、そのい 

きさつは申請書で表れてるのを見ただけなんですけど、この件に関しては、仮設事務所の 

面積はそんなにいらないかと思うんですけど、県の南部振興局の工事の関係で、山から木 

を切り出して一時的に置かないといけないらしいんですよ。それでその山に近くて広い土 

地ということで、県の方が区長さんと相談して、もちろん業者さんもですけど、それで他 

に候補地がないからやむなくここを選定したというような状況を聞きました。ですので池 

田委員さんのおっしゃった農用地区域内の土地を使うのが普通のことかっていう答えと 

しては不十分かもしれないんですけど、そのような県の工事で、木を、いくら広くても遠 

くに運ぶと経費もかかるし、それじゃあ近くでとなると、他に候補地がなかったというよ 

うな、最初の段階に申請人の方から、やむを得なくこの土地を選定しましたというような 

ことで伺っております。 

 

議  長：はい、池田委員。 

 

７番委員：埋め立てをしているようなんですけど、その辺はどうなるんですかね。許可で埋め立て

て、農地なんですかね。 

 

事 務 局：先ほど言った高速道路の事務所等の設置のとき、それが一時転用なんですけど、農地に 

復帰したという完了報告が出ており、県の方もそれを受け付けて、うちの方から進達して 

おりますので。それで一度は農地にかえったんですけど、という事情が確認できておりま 

す。 

 

７番委員：田になっとるから変なんで、これ畑なら問題ないんじゃないですかね。 

 

事 務 局：おっしゃるとおり農地に復元したと言っても、畑のように見受けられますねえ。 

 

14 番委員：田で耕作すりゃあせんのじゃろ。 

 

事 務 局：耕作というより、完了報告としては、農地として使用できる状態に戻せばその転用が終 

わって完了したということになるので、 

 

14 番委員：田ってなっちょるから一回でも耕作すりゃあな、田でいいわと思うけど。 

 

27 番委員：地主が昔、酪農っていうんか、牛を飼いよって牧草作りよる。疋田委員、現地見ちょん

のやろうけん、約 5,000 ㎡あるうち、○○○○が 1,200 貸してくれえって言う、あと残

った 3,700 くらいは牧草が植わっちょんのか、カヤ野になっちょんのか、そこはどうい



う状態。 

 

22 番委員：今は休んじょると思う。草が生えちょる。 

 

27 番委員：草が牧草か、カヤか。 

 

22 番委員：あれは牧草じゃないごとある。牛が食わんことねえわなあ。 

 

議  長：現状は今説明があったとおりだと思うんですけど、申請は一時転用ということなんで、

それを賃貸借ということで、工事が終わったあとはまた現状にかえすということでしょ

うけど。 

 

２番委員：これ嵩上げしてる状態で借りるわけやん。だからこの状態でかえせばいいんやから。本

来は、事務所が建ったときに更地に戻したっていうけど戻ってないんよ、これ。それで

終わっとるんやから、今度これで戻せばいいと思います。 

 

議  長：一時転用ということですので、現状に戻るということで。他何かありますかね。（異議

なし、の声あり）よろしいですか。それではとりまとめをいたしたいと思います。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）はい、挙手全員でありま

す。よって本件について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、16 番の杉谷委員の方から立証をお願いいたします。 

 

16 番委員：16 番が５条の 5 番を立証します。本件は所有権の移転です。調査は平成 27 年 10 月 23

日に行いました。借人は○○○○株式会社、大分県佐伯市、水産加工業です。貸人は○

○氏、熊本県熊本市在住、無職です。転用の目的は、水産加工場用地として借人が水産

加工場を建設するため。許可後から永久年間です。申請地の位置は、付近の坂本自動車

より北へ 200ｍ程行ったところにあります。申請地は佐伯市米水津浦代浦字木場○○番○、

畑で現状は荒地です。面積は 614 ㎡です。同じく○○番○、現状は荒地、面積は 591 ㎡

です。農地の区分は第２種です。南側は自社の工場、東側は自社の借地、西側は県道と

なっています。北側に農地がありますが、現在不耕作地で予定工場は隣接地から最大で 7

ｍ離して建設し、高さは 10ｍですので影響はないと思われます。水利権はありません。

申請地は 40 年程前まではみかん栽培をしていました。以上、転用の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いたします。以上です。 

 

議  長：5番について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）異議なしと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

本件については承認をすることに決定をいたします。それでは 6番につい 30 番の河野委

員の方から立証をお願いいたします。 

 



30 番委員：30 番が 5条の 6番を立証します。本件は所有権の移転です。調査は 10 月 26 日に行いま

した。譲渡人は、佐伯市弥生大字床木に在住する○○さん、78 歳です。譲受人は、佐伯

市弥生大字井崎に在住する○○さん、57 歳です。転用の目的は、譲受人が太陽光パネル

192 枚を設置する計画です。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

ですので問題ありません。申請地の位置は、県道 36 号線の佐伯市弥生床木公民館より北

へ 100ｍのところの床木川横に位置しています。申請地は、佐伯市弥生大字床木字出羽○

○番○で、登記地目は田で、現況は雑種地となっています。地積は 922 ㎡です。農地区

分は農振外の農地で、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に、

予定は平成 27 年 12 月 3日頃から、平成 27 年 12 月 15 日頃まで、完工の予定です。雨水

等の排水対策としては、浸透式での対応により自然流下しますので特段支障はないと思

われます。被害防除については、周辺には柵を施工するので周辺に支障はないと思われ

ます。隣地○○番○も、申請人の夫が太陽光パネルを設置する計画です。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：6番につい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。何かございませんか。（異議なし、の声あり）異議がないようにありますので、

本件についてとりまとめたいと思います。本件について賛成を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。よって本件については承認をすること

に決定をいたします。続きまして 7 番について、今図面でご覧のように同じ場所になり

ます。 

 

30 番委員：30 番が 5条の 7番を立証します。本件は所有権の移転です。調査は 10 月 26 日に行いま

した。譲渡人は、同じ、佐伯市弥生大字床木に在住する○○さん、78 歳です。譲受人は、

佐伯市弥生大字井崎に在住する○○さん、57 歳です。転用の目的は、譲受人が太陽光パ

ネル 192 枚を設置する計画です。九州電力の工事請求書が添付されており、九電許可済

み案件ですので問題ありません。申請地の位置は、同じ、県道 36号線の佐伯市弥生床木

公民館より北へ 100ｍのところの床木川横に位置しています。申請地は、佐伯市弥生大字

床木字出羽○○番○で、登記地目は田で、現況は雑種地となっています。地積は 929 ㎡

です。農地区分は農振外の農地で、農地の区分は第 2 種に該当します。工事計画は許可

あり次第に、予定は平成 27 年 12 月 3日から、平成 27 年 12 月 15 日まで、完工の予定で

す。雨水等の排水対策としては、浸透式での対応により自然流下しますので特段支障は

ないと思われます。被害防除については、周辺に柵を施工するので周辺に支障はないと

思われます。隣地○○番○も、申請人の妻が太陽光パネルを設置する計画です。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：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。（異議なし、の声あり）質疑なしとのご意見がありましたので、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



本件について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 8 番につ

いて、35 番の大友委員の方から立証お願いいたします。 

 

35 番委員：35 番が 5条の 8を立証します。本件は、太陽光発電用地です。農地法第 5条の第 1項の

農地転用の所有権の移転です。調査月日は 10 月 28 日に行いました。申請農地の位置は、

国道 10 号線向船場バス停から東に 100ｍ行った市道に沿った右下の土地で、農振地域外

の第 2 種に該当します。現況は採草放牧地です。佐伯市直川大字上直見字向船場○○番

○、地目は田、207 ㎡です。佐伯市直川大字上直見字向船場○○番○、地目は田、763 ㎡、

計 970 ㎡です。隣接地で、譲受人は、佐伯市弥生床木○○番地、○○氏、会社員、57 歳。

譲渡人、佐伯市直川大字上直見○○番地○、○○氏、会社員、57 歳。敷地はよく整地を

して砂利敷きします。周囲にはフェンスを施すので周囲に支障はないと思われます。雨

水等の排水は浸透式により自然流下しますので特段支障はありません。太陽光パネル 216

枚設置の九電の工事請求書が添付されております。許可済み案件ですので問題ありませ

ん。許可後すぐに着工するそうです。申請農地周辺地域への支障は何ら予想されません。

以上許可基準に照らしまして、許可相当と思われます。よろしくご審議をお願いします。 

 

議  長：8番について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のでとりまとめたいと

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。よって本件について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 9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９番を立証します。本件は所有権の移転です。調査は 10 月 30 日に行いま

した。譲渡人は、佐伯市大字長谷の○○氏。譲受人は、佐伯市大字狩生の株式会社○○

○○です。申請農地の位置は、県道佐伯・津久見線の高速道路入り口を直進、県道佐伯・

弥生線の信号も直進し、約 200ｍ先にある丁字路を右折、佐伯市所有の門前工業用地に通

じる道路を約 300ｍ進み左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

市大字上岡字船河内○○番○、地目は畑、現況は不耕作地。地積は 64 ㎡です。転用の目

的は、譲受人が佐伯市所有の門前工業用地の 2,964 ㎡を購入しますが、計画上用地が不

足するため、道路を挟んだ向かいにあるこの申請地を資材運搬トラックの駐車場として

購入するものです。工事計画は、平成 28 年 2 月に着工し、10 月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。雨水は用悪水路を

利用するので支障はありません。被害防除については、東側は市道を挟んで購入する佐

伯市所有の門前工業用地、西側と南北の３方は山林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：9番についての立証が終わりました。本件について、意見、質疑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ので、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）



はい、挙手全員であります。よって本件については原案のとおり承認することに決定を

いたします。以上で、第 5 条についての案件についてはすべて終わりました。これにつ

きましては、意見を附して許可権者であります大分県に対して提出をいたすことにいた

します。事務局の方から１件、取下げがありました件について説明をいたします。 

 

事 務 局：平成 26年 9 月１日に県の方から許可が出ていた、宇目の○○さんと○○○○さんの太陽 

光発電施設用地の許可ですが、申請人双方から許可の取消願が出され、県の方から 11 月 

4 日付けで取消願が認められましたので、ご本人さんに送付する運びになっております。 

 

議  長：本件については、申請者からの取下げがございまして、取下げの通知をいたしましたと

ころ、県の方から取下げについての許可がでておりますので、本人に通知したとのこと

です。そういうことで報告を終わります。ここで一旦休憩をいたしたいと思います。45

分まで休憩をいたします。 

 

（休憩） 

 

議  長：ただ今から再開をいたします。その他の 1 番の農用地利用集積計画（案）について農林

課の方から提案をお願いします。 

 

農 林 課 ：農林課の中村です。よろしくお願いします。早速ですが、前回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 32 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。5年は 10 筆で 12,165 ㎡、10 年は 22 筆で 27,164 ㎡、合計 

して、32 筆で 39,329 ㎡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ので、ご審議のほどお 

願いします。 

 

会  長：説明が終わりました。これにつきまして、質疑、意見がございましたら出していただき

たいと思います。(異議なし、の声あり)。はい、意義がないということでございますので、

とりまとめたいと思います。ただ今提案のありました件について承認をされる方の挙手を

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。よ

って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、農用地利用

配分計画（案）について、これにつきましては意見を聴取ということでなっておりますの

で、ご提案をお願いいたします。その前にですね、先ほどの利用権設定の推進ということ

でお願いいたします。 

 

農 林 課 ：次に利用権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ので、再設定の際にはご指導方よろしくお願いいたします。なお、 

利用権設定用紙が必要な場合は、ご連絡いただければこちらからお届けいたしますのでお 

願いいたします。今回の書類に締め切りは 11 月 20 日としております。農林課中村、また 

は各振興局までご提出をお願いいたします。最後にですね、先月の農業委員会で守田委員 

さんの方からご指摘がありました件で、木立地区で利用権設定をされている方について、 

農林課の今までの対応についてご報告したいと思います。その方に対する苦情、相談とい 

うのが、過去に農業委員さんを通してだったり、貸し手側の方から受けておりまして、そ 

の都度農林課としましてはその方と面会して耕作するよう話をしてきました。その際、い 

つまでにと回答をもらって、その後現地を確認しに行って、改善がない場合はまた面会を 

して、といった形で改善が見られるまで繰り返し、繰り返し指導を行っておりましたので、 

ご理解をいただければと思っております。その点についてのご報告は以上でございます。 

 

議  長：先月の委員会のときに農林課からの説明の中で質疑があったということで、ただ今農林

課の方から報告がございました。何かありましたら。よろしいでしょうか。そういうこと

で、努力されとるということで。はい、なければですね、次にうつりたいと思います。２

番の農用地利用配分計画について提案をお願いいたします。 

 

農 林 課 ：皆さんこんにちは。佐伯市農林課水田畜産係の下川です。よろしくお願いします。皆様 

のお手元に配布をしております資料、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 28 年 1 月 1 

日開始分となります。契約期間 10 年の田、16 筆、畑 1筆、計 17 筆。面積については、 

田、23,627 ㎡、畑 112 ㎡、計 23,739 ㎡となっております。詳細につきましては 4ページ 

目から農用地貸付調書を添付しておりますので、各自ご確認をいただきたいと思います。 

以上ですが、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、説明が終わりました。ただ今の説明について、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）異議がないということですが、よろしいでしょうか。

（はい、の声あり）それではですね、ただ今の説明について賛成をされる方の挙手をお願

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

をすることに決定をいたします。ありがとうございました。 

 

議  長：それでは事務局の方からですね、4番の報告及び連絡事項について説明をお願いいたしま

す。 

 

事 務 局：それでは皆さんお疲れでございます。４番の報告及び連絡事項の説明をさせていただき 

たいと思います。（1）の認定農業者との意見交換会についてでございます。日時につき 

ましては、11 月 27 日の金曜日、15時から 17 時までの２時間を予定し実施いたしたいと 

思っております。農業委員会の対応でございますが、佐伯市農業委員会の運営委員会規模 

での対応を予定しております。なお、認定農業者サイドにおかれましても協議会の役員さ 



んとの意見交換会という風に予定をいたしましたのでご報告をいたします。この件につき 

まして農業委員会終了後に運営委員さんに少しお集まりいただいて、協議をさせていただ 

きたいことがございますので、よろしくお願いをいたします。それでは続いて、会長いっ 

てよろしいでしょうか。 

 

議  長：はい。 

 

事 務 局：それでは（２）の農業委員会等に関する法律の改正に伴う組織変更等に関する経過措置 

についてということでご説明申し上げます。本日農業委員さんのお手元に、左上をホチキ

スで止めている表をご覧ください。これまで法律の改正に伴う部分につきましては、全国

農業新聞、それからまた 9月２日に竹田市でありました農業委員地区別セミナーの資料で、

委員さんご覧いただいていると思いますので、その中の要点を説明させていただきます。

この１枚目のちょうど中程から、下線、アンダーラインをひいてる部分をご覧いただきた

いと思います。ちょうど中程ですが、改正農業委員会法の公布が 9月４日にされておりま

す。それでその斜め右下になりますが、二重丸で、施行日に在任する農業委員は任期満了

日まで在任するということで、附則の 29 条第 2 項で規定をされております。佐伯市の場

合は平成 29 年 7 月 19 日まで、在任の特例ということになります。それから三行ほどとば

しまして二重丸のとこなんですが、公布日以降、9月 4日以降にですね、農業委員選挙は

行わないということで、公布日前に告示されているものは除きますが、農業委員の選挙は

行わないということで規定されております。それに伴いまして公布日以降、選挙人名簿は

調製しないというようなことで、附則の中で規定をされているとこでございます。佐伯市

につきましては農業委員さんの任期は 29 年 7 月 19 日までございますので、28 年度に入

りましてですね、条例の制定等、必要な整備は行ってまいりたいと予定いたしております。

それで一枚、今の紙の裏側をご覧いただきたいと思います。この農業委員会に係る経過措

置という表なんですが、これも 9月 2日の竹田市の資料の中に綴じ込まれておった表でご

ざいます。佐伯市の場合は、この三段あります一番上のところを見ていただきたいと思い

ます。現在の第４期の農業委員さんにつきましては、平成 26 年の 7月 20 日から任期が始

まっておりまして、先ほども申しましたが 29 年 7月 19 日まで任期がございます。それで

法律の施行日につきましては 28 年 4 月 1 日なんですが、現在の在任する委員さんは任期

満了日まで任期があるというような経過措置となっておるとこでございます。それから最

後の表になりますが、これに伴いまして、市報さいきの 12 月 1 日号に、農業委員会委員

選挙人名簿搭載申請書について、という記事の掲載をする予定といたしております。例年

ですと 12 月に入りまして、農事小組合長、場所によっては自治会を通じて選挙人名簿の

搭載申請書をお配りして、1月1日現在において年明けに提出をいただいておりましたが、

この法律が公布されたことに伴いまして、農業委員会の選挙は行わず、選挙人名簿も調製

しないという風になりましたので、例年出していただいておりました選挙人名簿搭載申請

書の提出をしていただく必要がなくなりましたというお知らせをいたしたいという風に

予定をいたしております。またこれに伴いまして、これまで農事小組合、また自治会を通

じて、搭載申請書の配布、またとりまとめを及び提出のご協力をいただいておりましたの

で、関係者につきましては別途書面でその旨をお知らせをいたしたいという風に予定をい



たしておりますので、本日ご報告を申し上げます。それから、本日ですね、農業委員会法

改正についてということで、平成 27 年 9 月、農林水産省のホームページに掲載されてお

ります、６枚程の用紙をお配りしております。今後農業委員会法の改正に伴いまして、農

業委員会の全体像がどのように変わっていくかということで、図式化して概要をまとめた

ものをお配りしております。本日はこの内容についての説明は割愛をさせていただきたい

と予定しておりますが、一度目を通していただければいう風に思っておりますので、よろ

しくお願いをいたします。 

 

議  長：今、2番まで、認定農業者との意見交換会、それに法律の改正に伴うところの組織の変更 

等についての経過措置等についての説明がありましたが、皆さん方で何か聞きたいこと 

がありましたら。 

 

５番委員：認定農業者との意見交換会っていうのは運営委員が出席を。 

 

事 務 局：はい、運営委員さん 10 名に出席をお願いをしたいという風に予定をしております。 

 

事 務 局：専業農家の人もおるじゃあ、運営委員以外に。そういう人が出席はせんで。 

 

事 務 局：この件に関しましては、認定農業者協議会の方とも相談をしておりまして、認定農業者 

の役員の方がちょうど現在９名いらっしゃるということで、農業委員の運営委員さんが 

10 名ということで、人数、9名と 10 名ということで、事務局等も入りますが、それで人 

数的にも各組織の代表者で意見交換をさせていただいたらということで計画をいたして 

おります。 

 

議  長：他に聞きたいことはございませんか。 

 

５番委員：意見交換会の内容っていうのは、プログラム作っちょるん。 

 

事 務 局：意見交換会の内容についてはですね、今検討しておるんですけど、予定としましては、

認定農業者さんサイドの方が生産者が直面する問題でありますとか、課題を今とりまと

められておるようでございます。それともう一つは、今ご説明いたしましたが、農業委

員会の改正に伴う部分を大分県の農業会議をお招きしてですね、制度の改正の内容につ

いて説明をしていただきたいというようなものを、大きく２点予定いたしております。 

 

議  長：よろしいでしょうか。次の議題の 3番目に。 

 

事 務 局：（3）番、懇親会、忘年会について説明をいたしたいと思います。（内容については省略） 

 

議 長：よろしいですか。（はい、の声あり）協力をよろしくお願いします。次の全国農業新聞 

の記事の掲載について。 



 

事 務 局：先月の農業委員会で、全国農業新聞の記事の募集ということで、本日の 11 回の農業委員 

会までに提出をいただければということでお願いをしておりましたが、本日この記事を 

持ってきていただいている委員さん、いらっしゃいますでしょうか。いらっしゃらない 

ようでございますね。それではまた、佐伯市が記事を提出する期限が、若干余裕がある 

からですね、どうしても記事は提出をしたいと思っておりますので、この部分について 

は個別に内容を検討したいというように思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 

議 長：その他の議題については以上ですが、皆さん方から何かありましたら出していただきた 

いと思いますが。ございませんかね。なければこれで終わりたいと思います。 

 

事務局長：皆さんありがとうございました。次回の開催日は、12月 1 日火曜日、午後 2時からこの 

部屋で行いたいと思います。その後、忘年会、懇親会になる予定でございます。それで 

は閉会の挨拶を副会長の方からお願いします。 

 

37 番委員：それでは第 11 回委員会を閉会いたします。運営委員の方は残っていただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

（１6時 5分閉会）  

 


