
平成 27 年第 12 回佐伯市農業委員会議事録 

 

日  時： 平成２7年 12 月 1 日（火曜日） 14 時 00 分～ 17 時 00 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   22 番 疋田 洋      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   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： 32 番 高司 富博 

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 34 号 農地法第 3条の規定による許可申請について 

議案第 35 号 農地法第４条の規定による許可申請について 

議案第 36 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）について(農林課) 

②利用権設定の推進について（お願い）(農林課) 

     ③農用地利用配分計画（案）の意見聴取について（農林課） 

     ④非農地証明願について 

     ⑤遊休農地解消に向けての取組みについて 

 

 報告及び連絡事項 

(1) 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 

(2) 全国農業新聞の記事について 

(3) ここが変わる！農委、農地制度について 

     



 

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 12 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 32 番の高司富博さんです。農業委

員 37 名中本日の会議の出席者は、36 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、11

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：それでは会議に入ります前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、2番の山田定男委員、3番の桑原慶吾委員の方にお願いいたします。それで

は、議事に入ります前に事務局から議案の提案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 8 件、田 540 ㎡、畑

7,203 ㎡、面積、計 7,743 ㎡。農地法第 4 条、件数 6 件、田 5,818 ㎡、畑 2,490.53 ㎡、

面積、計 8,308.53 ㎡。農地法第 5条、件数 14 件、田 12,536 ㎡、畑 6,935 ㎡、面積、19,471

㎡。合計件数が 28 件、田 18,894 ㎡、畑 16,628.53 ㎡、面積、計 35,522.53 ㎡。以上提

案いたします。 

 

議  長：それでは議事に入りますが、3ページをお開きください。農地法第 3条の規定による許可

申請書について議題といたします。1 番について 23 番の谷川享宏委員の方から立証をお

願いいたします。 

 

23 番委員：23 番が 3 条の 1 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 11 月 24

日に行いました。申請農地の位置は、野々河内集会所より西へ 400ｍのところにあり農用

地外の土地で現状はみかん畑と雑種地です。佐伯市蒲江大字野々河内浦字向津留○○番

外 1 筆、面積 954 ㎡。譲渡人、佐伯市蒲江大字野々河内浦の○○さん、譲受人は佐伯市

蒲江大字野々河内浦の○○さん。譲受人の家族状況は本人 60 歳、妻 54 歳です。夫婦２

人で農業に従事しており専業農家です。通作距離は 400ｍで耕作可能です。農機具の所有

状況は、軽トラック、動噴、草刈機等農業経営に必要な農機具は持っています。耕作面

積は、131.85ａ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。皆様のご審議をお願いしま

す。 

 

議  長：1 番につきまして 23 番の谷川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承認をすることに決定を

いたします。続きまして 2番につきまして 16 番の杉谷長男委員の方からお願いいたしま

す。 

 

16 番委員：16 番が 3 条の 2 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 11 月 22 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地域活性化セ

ンターより北に 200ｍ程入ったところにあり、農用地外の土地であり、地目は畑で現状も

畑で野菜を作っています。佐伯市米水津大字浦代浦地下東○○番○、現状も畑、面積は

195 ㎡です。譲渡人は、○○氏、年齢は 78 歳で職業は無職です。住所は佐伯市米水津大

字浦代浦です。譲受人は○○氏、年齢は 81 歳で職業は農業です。住所は佐伯市米水津大

字浦代浦です。譲受人の家族状況は本人 81 歳、妻と 2人で、譲受人自宅の隣で、譲受人

は現在所有農地で野菜類を耕作しています。農機具の所有状況は、耕運機、軽トラック、

草刈機を所有しています。主に譲受人夫婦 2 人で行っているとのことです。取得後の耕

作面積は 20.23ａで米水津地域の下限面積 20ａ以上となります。今後耕作を行うにあた

り、申請農地周辺地域への農業上の支障はないと思われます。以上、許可基準に照らし

まして許可相当と思いますので、皆様のご審議をよろしくお願いします。 

 

議  長：はい、2 番につきまして 16 番の杉谷委員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）異議なしとのことであり

ます。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。よって本件は原案のとおり承認をし許可と決

定をいたします。続きまして 3 番と 4 番、関連がございますので、一括して提案をいた

したいと思います。12 番の津田幸喜委員の方から立証をお願いいたします。 

 

12 番委員：12 番が 3 条の 3 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 11 月 27

日に行いました。申請農地の位置は、森崎地区交差点より市道を野々河内方面に、下焼

橋を渡り森崎川沿いの農道を 600ｍ行き左側の農地で農用地です。現況は畑です。佐伯市

蒲江大字森崎浦字草木藪○○番○、面積 1,277 ㎡です。譲渡人、大分市旦野原、○○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 82 歳、

妻 81 歳、２人が農業に従事しており専業農家であります。通作距離は 500ｍで耕作は可

能であります。農機具の所有状況は、草刈機、動墳、管理機、軽トラック、必要な農機

具は持っています。耕作面積は 54.71ａ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。 

 

12 番委員：続けて 4番を立証します。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 11 月 27 日に行いました。申請農地の位置は、森崎地区交差点より市



道を野々河内方面に行き、下焼橋を渡り森崎川沿いを 600ｍ行き左側の農地で、農用地で

す。現況は畑です。佐伯市蒲江大字森崎浦字草木藪○○番○、面積 818 ㎡です。譲渡人、

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

は、本人 77歳、妻 74 歳、２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、

現在大分市に住んでいますが、自宅が森崎にありますので、500ｍ以内で耕作は可能であ

ります。農機具の所有状況は、耕運機、軽トラック、動墳などの農機具は持っています。

耕作面積は 25.69ａ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。 

 

議  長：3 番 4 番について 12 番の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）異議なしとの発言があ

りました。とりまとめたいと思います。3番 4番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 3 番 4 番については原案のとお

り承認し、許可をすることに決定をいたします。それでは続きまして 5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 5を立証します。本件は所有権の移転です。調査は 11 月 25 日に行いまし

た。申請農地の位置は、女島橋から国道 388 号線を 230ｍ東方向に行き、右折して 500ｍ

行ったところの右側に位置している農振地域内の農地です。申請農地は、佐伯市字女島

○○番及び、○○番で、地目は２筆とも畑、地積は 2 筆合計 1,821 ㎡です。譲渡人は佐

伯市女島区に在住する○○氏 83 歳です。譲受人は同じく佐伯市女島区に在住の○○氏 61

歳です。２人の関係は親子です。譲受人の家族状況は、本人夫婦と母の３人で、第２種

兼業農家です。通作距離は 1.5km で申請人所有の農地の隣地で耕作は可能です。農機具

の所有状況は、トラクター1台、コンバイン 1台、耕運機２台、田植機１台を所有してい

ます。耕作は主に譲受人夫婦と母の３人で行っています。農地取得後は引き続き野菜類

を耕作します。取得後の耕作面積は 88.57ａで、佐伯地域の下限面積 40ａ以上となり、

耕作すべき農地は全て耕作します。本件は生前贈与による所有権の移転で親子共々了解

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いたします。 

 

議  長：5 番についての 15 番の松下芳久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。（異議なし、の声あり）異議なしということで

あります。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。続きまして 6 番と 7 番、関連性がございますので、28 番の小野隆壽委員の方から立

証をお願いいたします。 

 



28 番委員：28 番が農地法 3条の 6番を立証します。また 7番も関係ありますのでどうぞよろしくお

願いします。本件は売買による所有権の移転です。調査は 11 月 21 日に行いました。申

請農地の位置は県道35号三重弥生線、板屋橋より市道板屋横手線を東へ350ｍ程度上り、

作業道との交差点から 150ｍ程度行ったところの道路下にあります農振地域内の農地で

現況は畑であります。申請農地は、佐伯市本匠大字堂ノ間字山ノ迫○○番、地目畑、現

況畑、地積 1,492 ㎡。譲渡人は佐伯市本匠大字堂ノ間、○○氏。譲受人は佐伯市本匠大

字堂ノ間、○○氏です。譲受人の家族状況は、本人 53 歳、妻 54 歳。本人は公務員、妻

は会社員で、また畜産と所有農地及び借入農地で米、茶、野菜、柿を耕作しているとの

ことです。通作距離は自宅から 500ｍ程度のところにあり耕作は可能です。農機具の所有

状況は、トラクター1台、軽トラック 1台、茶摘機 1台、農業経営に必要な農機具は持っ

ております。農地取得後は茶を栽培するとのことです。取得後の耕作面積は、6番、7番

併せて 66.67ａで下限面積 30ａ以上保有しております。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に了解しております。

小作権及びその他の権利設定は本件にはありません。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：ただ今は 6 番についての立証でございました。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）異議なしということであります。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。続いて 7 番、よ

ろしくお願いいたします。 

 

28 番委員： 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 11 月 21 日に行

いました。申請農地の位置は県道 35 号三重弥生線、板屋橋より南へ 300ｍ程度行った道

路上のところにあり、農振地域内の農地で現況は畑であります。申請農地は、佐伯市本

匠大字堂ノ間字長畑ケ○○番○、地目畑、現況畑、地積 266 ㎡。譲渡人は佐伯市本匠大

字堂ノ間、○○氏。譲受人は佐伯市本匠大字堂ノ間、○○氏です。他譲受人等の説明に

つきましては先ほどと同じですので省略させていただきます。審議の程よろしくお願い

します。 

 

議  長：7 番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）異議なしとのことです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。

よって本件は原案のとおり承認をし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 8番について、14番の清水秀人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 8 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 11 月 22

日に行いました。申請農地の位置は、佐伯市大字戸穴の元マルミヤ海崎店の店舗より西

側 30ｍのところにあり、農振地域外の土地で現況は古い倉庫と荒地です。申請農地は佐



伯市大字戸穴字首山○○番○、地目は田、251 ㎡、外 2 筆と○○番○、畑、380 ㎡、計 4

筆 920 ㎡です。譲渡人は佐伯市戸穴の○○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、妻 56 歳です。主として本人と妻が農業に従事して

おり、第 1種兼業農家です。通作距離は 500ｍで耕作は可能でございます。必要な農機具

は持っています。耕作面積は 61.52ａ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

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。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：8番につきまして 14 番の清水秀人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。（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、農地法第 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 番につきまして 35 番の大友安正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。本件は農地転用です。調査は 11 月 24 日に行いました。

申請者は佐伯市直川大字仁田原○○番地、○○氏です。自営業。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 4ｍ行った道に沿っ

た左下の土地と、林道山の神線入口から旧横川線 10ｍ行った道路に沿った右下の土地の

2筆です。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、46 ㎡、現況は山林。佐伯市直川大字上直見字山の神○○、地目は田、1,074 ㎡、

現況は山林。申請者の夫が昭和 50 年 4 月に杉 150 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ので特段支障はないと

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、相続した申請者も上

記の事由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：４条の 1 番について３５番の大友安正委員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。ないですか。（異議なし、の声あり）よろ

しいでしょうか。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。（挙手多

数）挙手多数でありますので意見を付して知事に進達いたします。続いて４条の２番に

ついて４番の高野公博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２番を立証します。本件は農地の転用です。調査は 11 月 24 日に行いまし

た。申請人は佐伯市大字長谷、○○氏 83 歳、職業は無職です。申請農地の位置は、鶴岡



小学校より北東へ 200ｍのところにある坂山地区の農振地域外の農地で、農地の区分は第

３種、第２種中高層住宅専用地域です。佐伯市大字鶴望字平田○○番○、地目は畑、現

況は雑種地、駐車場としてすでに利用しております。地積は 218 ㎡。転用の目的は、平

成 7 年 4 月から申請人が貸駐車場用地として利用しています。駐車場は 6 台分で、現在

月ぎめ駐車場として近隣住民、坂山地区６名が利用しております。農地法の転用許可が

必要なことを知らず、貸駐車場用地として利用していましたが、転用許可が必要なこと

を知り今回の申請となりました。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。なお本人は高齢のため、買い手があれば売りたいというこ

とで看板が立っております。被害防除については、周囲は宅地化が進んでおり、違反し

ておりますが周辺住民からの苦情等は今までもなく、特段支障はないと思います。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いたしま

す。以上です。 

 

議  長：４条の２番につきまして、４番の高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。（異議なし、の声あり）異議なしという

ことであります。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）はい、挙手全員であります。よって本件は原

案のとおり承認をし、知事に進達することに決定をいたします。それでは続きまして４

条の３番について 9番の矢野誠一委員の方から立証をお願いいたします。 

 

9 番委員：9番が４条の 3番を立証します。本件は農地の転用についてです。調査は 11 月 24 日に行

いました。申請人は、佐伯市宇目大字南田原に在住する○○さんです。転用の目的は、

本人が農作業中にけがをして、農地が２年間耕作できず、またこれからも耕作できる状

態になく、杉の植林用地として転用します。申請地の位置は、県道６号線佐伯市宇目大

字南田原長渕橋より県道 45 号線を北へ約 4km 行った葛葉地区内に位置しています。申請

地は、佐伯市宇目大字南田原字鳥コエ○○、地目は畑、現況は不耕作地、地積は 137 ㎡

他 3 筆で合計 4,808 ㎡です。農地の区分につきましては、農振地域外の農地で、区分は

第２種に該当します。事業計画は許可あり次第、杉 860 本を佐伯広域森林組合に委託し

て植林します。又、申請地の内○○番の一部には、平成 25 年 4 月に転用許可を受けず、

100 ㎡に杉 20 本を植栽してしまったため始末書が添付されており、植栽面積は 4,300 ㎡

を予定しております。転用面積、位置は適当であります。被害防除につきましては、周

囲は山林であり、民家も申請人宅のみであるため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われますので、皆様のご審

議をよろしくお願いします。 

 

議  長：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）ないですか。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）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。その次も 9

番の矢野誠一委員の方から立証をお願いいたします。 



 

9 番委員：9番が４条の 4番を立証します。本件は農地の一時転用についてです。調査は 11月 24 日

に行いました。申請人は佐伯市宇目大字南田原に在住する○○さんです。転用の目的は、

申請人が高齢のため米作が困難になり農地を嵩上げして畑として利用します。申請地の

位置は、国道 326 号線ととろ交差点から県道６号線を木浦方面へ 300ｍ行った田原地区内

にあり、県道と市道と田原川に挟まれた農地です。申請地は佐伯市宇目大字南田原字堂

ノ脇○○の○、登記地目は田、現況も田、地積は 404 ㎡です。農地の区分は、農振地域

外の農地で区分は第２種に該当します。事業計画は、許可あり次第田原川の掘削土を県

道と市道の高さまで 1ｍ嵩上げして栗の苗木を 10 本植えます。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。被害防除

につきましては、周囲が県道と市道と川に挟まれて何ら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われますので、皆様

のご審議をよろしくお願いします。 

 

議  長：4条の 4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） 

 

7 番委員：ちょっとすいません。杉を植えるって言ったかな。 

 

議  長：栗ですね。 

 

27 番委員：写真の白いカバーは無線かい。 

 

９番委員：携帯のアンテナです。 

 

２番委員：この四角の中の、申請されてる中のクヌギを植えるわけ。 

 

９番委員：栗、栗の木。 

 

２番委員：栗の木を。 

 

９番委員：嵩上げしてから、1ｍ。 

 

（異議なし、の声あり） 

 

議  長：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）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条の５番

について 31 番の河野俊雄委員の方から立証をお願いいたします。 

 



31 番委員：31 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 11 月 28 日に行いまし

た。申請人は、佐伯市直川横川に在住する○○さんです。転用の目的は、採穂のための

杉 300 本を植林する予定です。申請地の位置は、県道横川清見園線より本匠板屋線に入

り、約 500ｍ進んだところに位置しています。申請地は佐伯市直川大字横川字丸山○○番

○、登記地目は田、現況も田、地積は 1,751 ㎡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。工事計画は平成 28 年１月 10 日から 3

月 15 日までの予定で、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

確実であります。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す。被

害防除については、南側は道路、西側は申請人の農地、東側、北側は山林です。一部に

申請人以外が所有の農地が多少ありますが、上にのばさない、採穂のための杉ですので

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。皆様のご審議をお願いします。以上です。 

 

議  長：4 条の 5 番につきまして 31 番の河野俊雄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。はい。 

 

28 番委員：28 番の小野ですけども、この話は県の方に相談はしましたか。まだしてないですね。と

いうのはですね、先々月ですね、本匠でもそういう方がおられたんやわ。県の林業課の

方は、苗作りだから許可はいいということなんですけどね、県庁の本庁の方がですね、

だめだということでいただいたんですよ。答えをですね。防風林で畑の周りに植えるの

は良い、けども畑の中に採穂するための目的はだめだということで県庁の方から言われ

たんですよね。県庁でも林業課の県庁は、苗作りやったら頭をはねるし、いいんじゃな

いかと言うんですが、農の方からはねられたんですよ。それともう一つ、宮崎県は農も

許可してるということです。だからその辺がちょっと難しいなあと私が思いましたんで。 

 

議  長：事務局の方からですね、県の方に問い合わせをしておりますので、回答を。 

 

事 務 局：問い合わせというか、ここの現地確認を行ったとき、ちょうど先ほどあった宇目の植林 

で、4,000 ㎡以上の、3,000 ㎡以上になると県の本課、農地農振室が現地確認に来て、ち 

ょうどその日だったので、県庁の本課、農地農振室の課長補佐と、あと南部振興局の担当 

2 名も、うちの職員 2名と一緒に、ここに立ち寄ったんです。ここは 3,000 ㎡未満ですけ 

ど、1台の車で行ってたので、立ち寄れるところだったので、一緒に現地確認をしたんで 

すよ。それで本課の課長補佐も一緒に見たんですけど、確かに転用計画の細かいのは見て 

なかったんですけどね。植林だっていうことのお話は車中でも話していて、それで意義が 

あるようなことは言われなかったんですよ。もちろん南部振興局の職員はその時点で申請 

書を見ているんですよ。 

  

28 番委員：それはちょっと矛盾してるですね。 

 

3 番委員：それは転用しないで採穂するからだめだって言うんじゃないんですか。これは転用するか



らいいんじゃないですか。農地のままに植林をしたらいけないっていうんでしょ。転用

するから問題ないんじゃないですか。 

 

議  長：今言われるように、転用の許可を要するかですね、そのまま畑として植えるかですね。

そうした場合には問題が色々、先ほど言われたように出てくるかと思うんですが。今回

は杉を植林するということで、通常に考えた場合には、植林で、採穂するということで

色々あれが出たんじゃないかと思うんですが、転用するからですね、いいんじゃないか

と私は考えるんですが。これがそのまま採穂場で、農地の転用しなくて畑に植えるんで

あればですね、ちょっと問題があるかなと思うんですが。 

 

25 番委員：母木になる杉苗はだいたい反当何百本くらい植える予定かわかりますか。山林になるか、

苗で使うか、の判断がそこらでできるんじゃないかと思うんですが。転用でやって、い

わゆる採穂するほ場ということであれば、私は許可していいんじゃないかなと思ってお

ります。計画は何百本くらいですか。 

 

31 番委員：今回の計画は 1,751 ㎡に杉を 300 本、採穂のための杉を 300 本植えたいということです。 

 

31 番委員：本人の話では、高さは 2ｍ以上にはならないはずだということを言っていました。 

 

27 番委員：穂が出らんようになったら 8ｍも 10ｍもなるわなあ。今の計画は、スギ花粉やら出らん、

その杉を作るために、穂を採るためのほ場にするっていうんやろ。 

 

31 番委員：杉の穂を採るための杉を植えたいと。 

 

27 番委員：これの周りには水田はないんじゃな。 

 

31 番委員：周りにはですね、申請人が所有の田んぼが、（写真を見ながら）この石垣の上に植林し

たいと。この下が本人所有の、現況は田です。 

 

27 番委員：生活のための水田から、穂を採るな、あれをするんやき、何も意義がないと思いますが。 

 

議  長：何かありますか。 

 

8 番委員：8番の後藤です。私も先だって佐脇さんの方に、小野さんと同じような心配があったもの

ですから、県の考え方をピシャっとして委員会で説明してくださいという依頼をしてお

ります。佐脇さん、それは県から聞いておりますか。 

 

事 務 局：聞いてるんですよ。先ほど行った、県の課長補佐も一緒だったときの現地確認、まだ 1 

週間経たない 26、7 日だったと思うんですよ。そのときの車中でも、採穂目的の杉、後藤 

委員さんや小野委員さんが問い合わせくださってる分の、はっきりとした通知が振興局に 



出されてないんですよ。委員さん方からも、私もそういう通知がきたらすぐ送ってくださ 

いと振興局に頼んでるし、実は南部振興局の担当者も何回も頼んでるのに、いつまでもそ 

んな通知が来ないから、実際困ってるっていうことを言っていて、そのとき県の本課の課 

長補佐にも、振興局の担当者も伝えてたんですけど、まだ届いてないらしいです。 

 

8 番委員：私も個人的には写真の下の農地が自分のだからいいじゃないかというけれども、農地は流

動性はありますから、やっぱり農地に隣接したところが山林になれば、問題じゃあと思

いますよ。採穂場というのは杉を植えて、5年生から 8年生になれば枝を採って、そして

それをポットでっていうのは今佐伯ではやってるようにあるんですが、うちの近くでも

そういうのに取り組んでるところが 2,3 ございます。そういう方のためにも田んぼの中

で穂を育てるのは特段問題ないですよと、ただし採穂は、山に植えたのを採るというの

が原則ですよとしちょるし、後々その方が何かの都合でやめたら、杉の木はどんどん太

りますからね、背が高うなりすぎるから、そういう意味で山林化するというのが自然じ

ゃないかと思います。管理をきちっとその人が、自分の生存中にすれば問題ないと思い

ますけども。県の統一した見解を、今後も佐脇さんの方に公文書で質問書を出して欲し

いんです。そして答えを聞いてください。 

 

27 番委員：4 条は県の許可権限じゃき、佐伯市の農業委員会は農業委員会で判断して県の方に進達

してもいいと思います。そしてこれは宇目の方で山林業で生活を営むということだと判

断されますので、後藤委員の言うのでなくて、梨畑みたいに木を広げてそれから出る穂

で、毎年採ってはハウスの中でポット育苗か何かするんだと思いますが、それの一番の

元の採穂園っていうんか、畑か、まあ山でもいいんですが、その目的で自分の生活のた

めにするというあれがあるし、後藤委員が心配する、ほたったら大きくなるっていうけ

ど、杉がいらんごとなれば切って、あとは樫とかクヌギとかみたいに芽が出らないので、

私は市の農業委員会は、その人に生活、地域の山林の発展のためには同意すべきと思い

ます。 

 

議  長：今出された意見ですが、これについて何かありますか。 

 

３番委員：ちょっといいですか。今の後藤委員さんの質問はですね、農地に隣接する転用は認めな

いというような趣旨ですか。そういうことですよね。今までもですね、農地に隣接して

るところも植林用地に許可してるんですね。だから必ずしもそういうことでの許可はし

ないとはならないと思ってるんですけど。それと先ほどからの事務局に対する質問の趣

旨が私よくわからないんですけども。杉の採穂をするのが農業か林業かっていうことで

しょ。だから採穂するのが農業であれば農地のままでできるけども、今大分県では、採

穂は農業と認めてないということなんでしょ。だから転用すれば問題なくなるというこ

となんじゃないですか。それと先ほど 3,000 ㎡とか縛りがあるといってましたけど、今

の小野さんですかね、質問は、たぶん聞いてると農地のままでできるか、転用しなけれ

ばできないのかという質問だったような気がするんですけど。 

 



27 番委員：本件は申請人の田んぼじゃあけな。 

 

3 番委員：それはいいんです。 

 

2 番委員：採穂するためには田んぼじゃできないんですよ。いいですか。だから今度植林用地として

転用しますよと。そして採穂したものを苗木として育てるのは田んぼでも畑でも育てら

れる。だから皆が今言ってるのは、全然違う方向で言いよるから、今桑原さんが言い直

したんです。僕はここ認めていいと思うんです。 

 

議  長：はい、色々な意見が出たようにありますけども、本件については採穂を採るために転用

ということでありますんで、これについてここでとりまとめていいですか。（はい、の

声あり）本件について申請のとおり承認をされる方の挙手をお願いします。（挙手全員）

はい、挙手全員であります。よって本件は申請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４条の６番について 20 番の山本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 6番を立証します。本件は農地の転用です。調査は 11 月 23 日に行いまし

た。申請人は佐伯市大字長良に在住する○○氏です。転用の目的は、同時申請の 5 条の

14 番の佐伯市大字長良○○番○を建売住宅用地として譲渡するにあたり、この土地に接

する道路が里道となっているため、現状では建築不可となるため、この里道を建築基準

法第 42 条第 1項 5号の規定による位置指定道路申請をする必要が生じ、その道路の角切

り部分としてこの土地を提供するためです。申請地の位置は、佐伯市汐月区のわたなべ

助産院より西に 90ｍ程に位置しています。申請地は、佐伯市大字長良字三杯迫○○番○、

地目は畑、現況は不耕作地、地積は 7.53 ㎡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、平成 28 年 1 月 10 日着工

し、1 月 31 日完工予定です。排水については道路ですので支障ありません。被害防除に

ついては、東側、北側、南側は道路、西側は本人所有の畑で、何ら被害は予想されませ

ん。隣接地との境界についてはコンクリート壁で施工します。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条の 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。（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。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 4 条が終わりましたが、それぞれ意見を付して

知事の方に進達いたしたいと思います。続きまして第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。１番につきまして 6 番の木許邦彦委員の方から立証

をお願いいたします。 

 



６番委員：６番が 5 条の 1 番を立証します。本件は所有権の移転です。調査は 11 月 24 日に行いま

した。譲渡人は、佐伯市大字稲垣、古市区に在住する○○氏、85 歳。譲受人は、佐伯市

弥生大字提内の○○氏、62 歳です。申請農地の位置は、国道 217 号線の信号機のある一

本松交差点を右折、JR 日豊本線の踏切を渡って 初のＹ字路を右折、２つ目のＹ字路を

左折し、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３種です。佐伯市

鶴岡西町２丁目○○番、地目は田、現況も田、地積は 520 ㎡です。転用の目的は、譲受

人が取締役の○○○○有限会社の駐車場として貸与する計画です。○○○○有限会社の

本社は東町で、借地で２年程前から所有者から返還を求められ、代替地を探していまし

た。工事計画は、平成 28 年 1 月 10 日から 3 月 30 日までに道路より 1.2ｍ程盛り土し、

ローラー転圧を行い、隣地との境界はＬ型擁壁します。申請目的の実現性は確実であり、

計画面積、位置は適当であります。排水について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、東側は譲渡人の田、西側と南側は宅地、北側は市道で何ら被害は

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：5条の 1番につきまして 6番の木許邦彦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。はい。 

 

３番委員：３番の桑原です。写真から見るとですね、赤く区切ってるところが今回の申請地だと思

うんですが、写真から見るとずっと田んぼで１筆のような感じがするんですが、分筆す

るとかじゃなくて、それだけで 520 ㎡ですか。 

 

６番委員：はい、区画整理してですね、（写真を見ながら）ここの農地が飛び出してこっちまでき

てるんですよ。そしてこの道路は三角になってるんですね。ものすごく変な道路なんで

すけど。こうしたときに区画整理で２筆になっています。ちょうど中のところ切って２

筆になっています。同じ所有者ですから田は一緒に作ってますけど、筆数は２筆になっ

ています。 

 

３番委員：わかりました。 

 

議  長：他に何かございませんか。（異議なし、の声あり）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。それか

ら、７番、次のページの裏側に 7 番がありますけれども、木許委員の担当のところであ

りますので、併せてお願いします。 

 

６番委員：６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 11 月 24 日に行いま

した。譲渡人は、佐伯市常盤東町に在住する○○氏、83 歳、持分２分の１と、千葉県八

千代市高津に在住する○○氏、41 歳、持分２分の１です。譲受人は、佐伯市大字鶴望、

王子丸区の○○氏、41 歳です。申請農地の位置は、国道 217 号線の信号機のある一本松



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

交差点を左折、約 10ｍ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、現状は雑種地、地積は 209 ㎡と、同じく○

○番○、地目は畑、現状は雑種地、地積は 62 ㎡と、同じく八戸○○番○、地目は畑、現

状は雑種地、地積は 147 ㎡、3 筆の合計は 418 ㎡です。参考までにこの農地は、11 月の

農業委員会で進入路として４条申請した土地の隣接地です。転用の目的は、譲受人が木

造２階建て住宅を新築します。工事計画は、平成 28 年 1 月 10 日から 4月 10 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、計画面積、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、道路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、東側は宅地、西側と南側は私道、北側は駐車場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：5 条の 7 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。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。それでは前のページ戻りまして５条の 2番について 7

番の池田幸利委員の方から立証をお願いいたします。 

 

7 番委員：7 番が 5 条の 2 番を立証します。本件は所有権の移転です。9 月の委員会で審議いただき

ましたが、取り下げが決まり、また改めて立証をいたします。調査は 11 月 23 日に行い

ました。譲渡人は、佐伯市池船に在住する○○氏です。譲受人は佐伯市大字長谷に在住

する○○氏です。転用の目的は、譲受人はこの農地を買い受け太陽光発電施設を建設す

る計画です。申請地の位置は、佐伯市大野東区大野地区の県道色利・宮野浦線の、松浦

越バス停より南に約 500ｍ離れた場所です。申請地は、佐伯市大字木立字大野○○番○、

登記地目は畑、現況は原野で、面積は 2,566 ㎡です。農振地域外の農地で、農地の区分

は第２種です。工事計画は、平成 28 年 1 月 20 日に着工し３月 31 日完工予定です。配置

図、平面図等から総合的に判断して、申請目的の実現性は高く、転用面積、位置は適当

と思います。九州電力の工事請求書が添付されており、九州電力許可済みの案件です。

申請地には、ちょっと写真ではわかりにくいんですけど、高さ 1ｍ位の石垣等があり、約

5段位石垣があります。そのために、太陽光パネルの中の管理を楽にするため通路を広め

に設置するということです。排水は、土地に緩やかな傾斜があり、自然に流出するため

支障はありません。水利権はありません。被害防除も、東側が原野、西側は里道を隔て

て住宅、南側は市道を隔てて畑、北側は住宅及び畑に面していますが、被害は予想され

ません。隣接地との境界には飛散防止にフェンスを設置いたします。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、5 条の 2 番について 7 番の池田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。（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

おり承認をすることに決定をいたします。それから次に池田委員の立証が 8番ですね。 

 

７番委員：それでは引き続き、５条の８番を立証します。本件は所有権の移転です。調査は 11 月 23

日に行いました。譲渡人は、佐伯市米水津大字色利に在住する○○氏です。譲受人は、

佐伯市米水津大字宮野浦に在住する○○氏です。転用の目的は、譲受人はこの農地を買

い受けてクヌギを植林する計画です。申請地の位置は、佐伯市大野東区岡地区、県道色

利・宮野浦線の岡バス停より北に約 200ｍ離れた場所です。住所は、佐伯市大字木立字岡

○○番、登記地目は畑、現況も畑、シキミ等が植わっています。面積は 310 ㎡です。農

振地域外の農地で、農地の区分は第２種です。定植計画は、平成 28 年 1 月 10 日頃に着

手し 2 月末日までには完了予定です。配置図、平面図等から総合的に判断すると、申請

目的の実現性は高く、転用面積、位置等は適当と思います。排水は、土地に緩やかな傾

斜があり、自然に流出するため支障はありません。水利権はありません。被害防除につ

いては、東側が山林、西側は市道を隔てて住宅、南側は住宅、北側は山林に面していま

すが、被害は予想されません。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：はい、5条の 8番について 7番の池田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。 

 

27 番委員：写真を説明して。空色みたいな、水色みたいなのは何な。 

 

７番委員：これは防風ネットです。（写真を見ながら）これが支柱です。 

 

27 番委員：下には何が入っちょるん。ネットの下には何が入っちょるん。 

 

７番委員：周囲にはシキミが植わっちょって、畑の中には野菜はなかったです。 

 

27 番委員：ここに植林されたら、土地改良区の委員長しよった○○さん方影にあるんじゃねえん。 

 

７番委員：家として、人は、地図を見てもらえばわかりますけど、 

 

27 番委員：いいんやな。あれはネットか。中何が植わっちょるん。 

 

７番委員：前の持ち主が何か植えてたと思いますけどね。 

 

27 番委員：はい、わかりました。 

 

議  長：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条の 3 番と 12 番について 10 番の白田委

員の方から立証をお願いいたします。 

 

10 番委員：10 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 11 月 21 日に行いま

した。譲渡人は佐伯市上浦大字浅海井浦に在住する○○さんです。譲受人は佐伯市上浦

大字浅海井浦に在住する○○さんです。転用の目的は、譲受人が現在住んでいるところ

は道幅が狭く脱輪の恐れがあり駐車しにくく、又子どもたちが帰省した時駐車スペース

がなく、駐車場を造成する計画です。申請地の位置は、上浦の JR 浅海井駅から西に約 350

ｍ離れた場所に位置しています。申請地は佐伯市上浦大字浅海井浦西河内○○番○、登

記地目は畑、現況は荒地、地積は 95 ㎡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着工し、来年の 1 月

16 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。排水については、市道に接した部分は段差

があり、同じ高さにするため盛土、約 40ｃｍをしてローラーで転圧をして砂利を敷きま

す。砂利を敷くことによって土砂の流出を防ぎます。また市道に接している駐車場入口

にはヒューム管を入れることによって隣接する農地の雨水等の貯留を防止する計画です。

被害防除については、東側は宅地で倉庫です。西側は畑、南側は市道を隔てて畑になっ

ています。北側は農道を隔てて宅地、これは空き地になっていて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条の 3番について 10 番の白田委員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。（異議なし、の声あり）異議なしということでござい

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 12 番について立証をお

願いいたします。 

 

10 番委員：10 番が５条の 12 番を立証します。本件は所有権の移転です。調査は 11 月 21 日に行い

ました。譲渡人は佐伯市上浦大字津井浦に在住する方で○○さんです。譲受人は東京都

日野市南平に在住する○○さんです。転用の目的は、譲受人は駐車場を有しておらず、

申請地は実家に隣接しており、当該土地を譲り受けて帰省時の駐車場として利用する計

画です。申請地の位置は、佐伯市上浦大字津井浦の上浦活性化センター、しおさいの里

から北に約 200ｍ離れた場所に位置しています。申請地は佐伯市上浦大字津井浦板垣○○

番○、登記地目は畑、現況は雑種地で、地積は 15 ㎡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。工事計画は農業用倉庫跡地で現

状のままで駐車場として利用することが可能であり、総合的に判断すると適当でありま

す。排水については市道拡幅のため倉庫を撤去した土地で、雨水は自然放流されますの

で支障はありません。被害防除については市道に挟まれた一角で周囲には農地はなく何



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条の12番について10番の白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）異議なしということで

あります。とりまとめたいと思います。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５条の 4番につきまして 33 番の吉良勝彦

委員の方から立証をお願いいたします。5番についても担当が吉良委員ですので、続けて

立証をお願いいたします。 

 

33 番委員：33 番が 5 条の 4 番と 5 番を併せて立証させていただきます。4 番のほうは貸借、５番は

売買になります。調査は 11 月 20 日に行いました。貸人は、佐伯市大字稲垣に在住する

○○さんで、借人は、同一敷地に在住する○○さんで、二人は義理の親子関係にありま

す。転用の目的は、借人は長年使用していた自宅進入路の所有者との間で話し合いがこ

じれ、進入道路の使用ができなくなり、自宅に隣接する義理の父が所有する95㎡の農地、

申請地○○番○を借り受け、更に今回隣接地 60 ㎡の農地、○○番○を所有者から購入し

て、同時に５条申請、一体化して舗装し進入路として利用する計画です。申請地の位置

は、番匠川稲垣橋から約 500ｍ山側に行ったところです。申請地は都市計画内、第２種高

層住宅専用地域です。農地の区分は第３種に該当します。工事計画は許可あり次第着工

予定で、配置図、平面図等から総合的に判断しますと、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。雨水等については市道の側溝に排出する計画のため

支障はありません。隣接地との境界はすでに国調で確定されており問題は考えられませ

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：５条の 4 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。 

 

33 番委員：私の方から若干写真で。（写真を見ながら）4 番がこちらです。それから 5 番がこちら

です。これが市道です。今までの進入路がここにあたります。こちらから進入すること

ができなくなったための申請です。これが５条の４番。こちらが５条の５番。併せて２

件説明させていただきました。 

 

議  長：今の説明のようにですね、4番と 5番は隣接しておりましてですね、一方は貸借、一方は

所有権の移転ということであります。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。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、4番と 5番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 5 条の 6 番について、22 番



の疋田洋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 6番を立証します。本件は所有権の移転です。調査は 11 月 28 日に行いま

した。譲受人は、佐伯市大字堅田、○○さん、会社員。譲渡人は、佐伯市大字堅田、○

○さん、不動産業。申請農地の位置は、佐伯市蒲江線堅田橋を渡り東へ県道長良木立線

約 800ｍ位行ったところ、右に市道 10ｍ位のところにある農振地域外の農地で第２種農

地です。佐伯市大字堅田字一谷○○番、畑、現況も畑、178 ㎡。転用の目的は、申請人の

○○さんが現在借家に住んでいるので、この農地を買い受けて住宅を建築する目的です。

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、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ます。被害防除については、

東、西、南は住宅、北は市道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。 

 

議  長：5条の 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 5条の 9

番について、18 番の田嶋義生委員の方から立証お願いいたします。 

 

18 番委員：18 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 11 月 25 日に行いま

した。譲渡人は、佐伯市蒲江竹野浦河内に在住の○○氏です。譲受人は、大阪府吹田市

に在住の○○氏です。転用の目的は、譲受人がこの農地を買い受けて、ヒラメ養殖場用

地として転用するものですが、転用許可を受けずに、土地を貸した譲渡人と、受けずに

養殖場として利用した譲受人から、それぞれ始末書が添付されています。申請地の位置

は、蒲江竹野浦河内ひめみぎバス停より東に約 1km 離れた場所に位置しています。申請

地は佐伯市蒲江大字竹野浦河内字善作久保○○番、登記地目は畑、現況は宅地、地積は

4,189 ㎡ですが、山林化している部分は除いて養殖場用地としている 2,382 ㎡での転用申

請です。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永久年間とします。用排水については側溝より海に排出

するので支障はありません。被害防除については、養殖場として使用するようになって

21 年経過していますが、苦情等はありませんので支障はないと思われます。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：5 条の 9 番につきまして 18 番の田嶋義生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。 

 

27 番委員：写真についてお尋ねします。護岸工事か何かのような写真で、ひとつも養殖場の屋根も

コンクリートもねえじゃあ。あれがそうか、向こうの白いんが。あっこまで行くんか。 



 

事 務 局：はい。 

 

18 番委員：ちょっと写真を撮るのはですねえ、こっちが海だからちょっと見にくいんですけど。こ

の白いの、これがそうよ。 

 

27 番委員：写真の左ぎりぎりまであるんやろ。この図面から見ると。 

 

18 番委員：そうです、そうです。全部一帯養殖場ができてます。 

 

27 番委員：屋根の上に、佐脇さんが上がらんでも、男の人が這い上がってから。わかった、もうい

いわ。 

 

議  長：他にありますか。（異議なし、の声あり）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 5 条の 10

番について 26 番の矢野弥平委員の方から立証をお願いいたします。 

 

26 番委員：26 番が５条の 10 番を立証します。本件は所有権の移転です。調査は 11 月 25 日に行い

ました。譲渡人は、佐伯市宇目大字小野市、○○さん、自営業です。譲受人は、佐伯市

宇目大字小野市、○○○○さん。申請農地の位置は、国道 326 号線、上小野市交差点よ

り県道 39号線を南西に 300ｍ、路地を西北へ 30ｍのところにある農振地域外の農地です。

農地の区分は第 2 種に該当します。佐伯市宇目大字小野市上ノ園○○番○、地目は畑、

現況も畑、地積は 751 ㎡です。転用の目的は、譲受人が譲渡人より申請農地を譲り受け

て、社宅兼事務所を建築するものです。申請地周辺は宅地化が進んでおり、隣接農地は

西に畑がありますが、市道で区切られておりますので支障はないと思われます。工事計

画は、平成 28 年 1 月 15 日から着工し、平成 28 年 7 月 30 日完工予定です。申請目的の

実現性は確実であり、計画面積、位置は適当であります。生活排水については 終枡か

ら農業集落排水へ接続します。雨水は道路側溝に放流します。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：5 条の 10 番につきまして矢野委員の方から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。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。それでは続きまして 5 条の 11 番につきまして、

12 番の津田幸喜委員の方から立証をお願いいたします。 

 

12 番委員：12 番が 5 条の 11 番を立証します。調査は 11 月 26 日に行いました。譲渡人、佐伯市蒲



江大字原浦、○○氏です。外 26 名います。譲受人、佐伯市蒲江大字森崎浦、○○○○、

○○氏です。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沿いを

700ｍ行き、左に行った農振地域外の土地で第 2種に該当します。佐伯市蒲江大字原浦

字ヲヒ谷○○番外 54 筆あります。面積 11,658 ㎡です。現況は休耕地となっています。

転用の目的は太陽光発電施設用地として使用します。工事計画は許可あり次第 28 年 1 月

10 日から 28 年 6 月 30 日となっています。施設の概要は、モジュール 2400 枚、建築面積

3,952.8 ㎡、所用面積は 11,658 ㎡です。申請目的の実現性は確実であり、面積、位置は

適当であります。用排水については、東側は大内川、西側に山林、北側は農道がありま

すが、南側は自分の土地で支障はありません。水利権はありません。この申請農地は東

九州自動車道工事で残土置場として使用されていましたが、工事完了後は更地となって

おります。申請地は 20 年以上前から灌漑設備がなく農地としての活用が困難な状況にあ

ることから、太陽光発電施設用地として売却する計画になりました。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ので、皆様のご審議をお願いします。 

 

議  長：ただ今 11 番について津田委員の方から立証が終わりました。 

 

事務局長：ちょっとよろしいですか。先ほど配ったんですが、その分が正しいということで。1枚の

分で、線を横に引っ張ってるんですけど、一番初めの 8 ページの分がですね、436、143

㎡ですね、その分に線を引っ張ってるので、その分が訂正になったっていうことです。

線を引っ張ってる分が削除されて、面積が少なくなったということです。5 条の 11 なん

ですけど、地図が間に合わなくてですね、下のほうの部分が削除されてるという状態に

なっております。以上です。 

 

議  長：立証は終わったんですが、何か。はい、どうぞ。 

 

27 番委員：27 番、お尋ねいたします。これは国土交通省が自動車道のあれで、残土置場に置いて、

今は弥生の江良の方ですか、あっちの方に運んでから。事務局はこの 11,000 ㎡の中にこ

れだけの筆数があるんですが、農道、それから水路、まあ里道と言ってもいいんですが、

写真でいう右側から左側に行き来するとか、山の伐採に来てするとか、そういう国有地

がもし残っておれば、これを佐伯市農業委員会が認めたっていうことになると後日大変

な過ちになるんですが、そこは確認しとりますか。ただ国土交通省はとって更地になっ

ちょるから今回あれするということじゃ私は納得できませんが。 

 

12 番委員：その件については、ここにも農道が通ってる、山に続く道路があります。そしてここも

農道が通って山に行くのにはあれです。ここも○○さんが貸して、山を廃土置場として

使って他にまわしております。自分とこの山です。 

 

27 番委員：津田さん、あなたの説明わかります。それ以前の問題です。これを、これだけの筆数が

あるのに、所有者がこれだけ数がおるのに、別府のうちなりの棚田なら、上から段々田

を植えていくとかあるけど、相当の、字図見ると、蒲江も地積調査が終わっちょるけえ、



26 年に 100％。それで、たぶん一枚一枚の田んぼ、小さい田んぼに行く道があると思う

んですが。 

 

12 番委員：ちょっといいですか。私もそれについて申し上げます。これは原地区でまとまった、

そして地権者もそれに応じてまとまった用地でございます。 

 

27 番委員：あんたの説明はルールわかるんです。その中にあたってはいけないか、今市の建設課の

管理になってる国有地を、この○○さんが申請して借り受けちょるかということです。

地区のしがどうのこうのじゃないんですよ。 

 

12 番委員：了解しちょるから今そう言うたんですよ。 

 

27 番委員：それは立証人が説明でくらいいけど、本当は事務局の方が確認すべきだと。私はこの資

料が郵送されてきたときから、まあそういうことを役所の中でもやってきておるから、

佐伯市農業委員会として後日大変なミスを起こすんやないかと思うんで。 

 

27 番委員：いいですか。今事務局からここに。地積調査が蒲江 100％終わっております。この図面

に、津田さんが説明するのに、地元がまとまっちょるからとかそんなんじゃないんです、

私の言よんのは。国有財産がやはり、右、左、山があって水路があったり、中にそこに

行く里道がぴしゃっと入っとるんです。それを国土交通省が埋めてしまって、その手続

きをしてないからと思って私は質問したんです。そしたら案の定です。 

 

12 番委員：道路幅として残しております。 

 

27 番委員：現地に太陽光建てるんじゃろ。太陽光、許可も取らん道路の上には作ったらいけんって

わしが言よるんです。 

 

12 番委員：道路は区別してます。 

 

27 番委員：今の太陽光の位置もな、里道の上か、農道も里道ですが、その上に太陽光のパネルを置

くようにしちょるから、私はこの手続きが終わってから、○○さんが申請すべきだと思

いますが。 

 

16 番委員：太陽光置くようにしちょりめえって言いよる。 

 

27 番委員：いやしちょるよ。 

 

27 番委員：私が言いよるのはな、許可もなにも同意しても構わんのやけん、佐伯市農業委員会とし

て、後日に大きな禍根を残すって言よんのよ。そらそうやろう、なあ、許可を取っちょ

らん国有地に太陽光を置いたり。 



 

3 番委員：そこは事務局が申請段階で、里道の上とかにあるかどうかは確認してるんでしょ。 

 

2 番委員：事務局いいかなあ。岩崎さん、いい。この土地を借ろうとして字図もとりいれた。そのと

きに、今真ん中に入ってる里道があるでしょ。図面に里道があると思います。真ん中に

里道があるはずです。それ皆に回して。俺が借るときに、借ろうとしたときに、ここの

全部里道があったんですよ。上の段、上の段が 2 町歩あるんですよ。ここが農道があっ

て３町歩あるんです。全部で 5 町歩ある。これをいっぺんに借ろうとしたんです。そん

ときに字図をとったんだけれども、ここに里道がありました。そんでここに今新しい道

路ができてます。この里道が全部こっちに付け加えられた公道になってます。だからこ

こにあったもんが全部こっちの道路に付け加えられてます。今全部字図は、全部一本線

で入ってます。ほんで今これが農道ね、今これが上の段、ここ農道、こっちもそう。こ

これが山の境の谷があります。字図の中にはちゃんとありません。すべて道路に付け加

えられています。今はね。 

 

2 番委員：埋め立てをしたときの字図っていうのはここにあるんです。その字図も私持ってます。今

はこの中の道路、里道ですよね、里道はこちらに付け加えましたという状態で私は説明

を受けて、じゃあ、それやったら借ろうかて言った時に、30 軒ほど貸してくれんかった。

それでボツにしたんです。 

 

7 番委員：理屈はわかるんですよ。だけどその里道を皆が、地籍調査のときにそっちに移してくださ

いって言っても、登記するのに個人個人が、皆がきちっと移してくださいっていうあれ

ができて、でないと登記できんはずです。 

 

2 番委員：それは全部したと思いますよ。そのあとの・・。 

 

27 番委員：池田さん、あんたの言いよる地積調査のときに里道があんのをあっちに移してください

なんかできんので。地積調査は現状を測って、地積調査じゃ。それはそん時に線でもし

ちょってな、その分の国有地は移す、ほてあれしたんなら・・。 

 

 

 

議  長：時間が下がりますので、一旦この件についてはあとにまわしてですね、先に残ってる分

を審議したいと思うんですが。よろしいでしょうか。（はい、の声あり）今調べてます

んで。それではですね、11 番は 後にまわしまして、13 番について 3番の桑原委員の方

から立証をお願いします。 

 

3 番委員：3 番が 5 条の 13 番を立証いたします。本件は所有権の移転です。調査は 11 月 24 日に行

いました。譲渡人は、香川県高松市牟礼町の○○氏、62 歳です。職業は会社員です。譲

受人は、鶴見地松浦の○○氏、39 歳です。職業は会社員です。申請地の位置は、鶴見地



松浦地区の鶴見振興局から県道604号を佐伯方面に約500ｍ行って嶋田酒店の手前を左折

して約 100ｍの位置にあり、農地の区分は第 2種に該当します。位置は、佐伯市鶴見大字

地松浦西ノ平○○番、地目は畑、現況は道路、地積は 65 ㎡です。転用の目的は、申請人

は現在市営住宅に 6 人家族で住んでいますが、手狭になったため譲渡人の宅地を買い受

けて、約 100 ㎡の 2 階建て住宅を建築する予定です。しかし、進入路になっている土地

がまだ農地となっており、今回転用申請するものです。この農地は転用許可を受けずに

昭和 40 年 1月から隣接する土地への進入路としてすでに使っており、反省する始末書が

添付されています。申請地は 50 年以上前から使用されていますが、近隣からの苦情等は

ありません。水利権等はありません。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、皆様のご審議をよろしくお願いいたします。 

 

議  長：13 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）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）はい、ありがとうございました。本件は原案

のとおり承認することに決定をいたします。続きまして 5 条の 14 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 5 条の 14 番を立証します。本件は所有権の移転です。調査は 11 月 23 日に行い

ました。譲渡人は、佐伯市大字長良の○○氏です。譲受人は、佐伯市大字鶴望の有限会

社○○○○○○、代表取締役、○○氏です。転用の目的は、譲受人は不動産業を営んで

いますが、この農地を建売住宅用地として取得し、建築面積 85.29 ㎡の木造平屋建建売

住宅を建築する計画です。申請地の位置は、佐伯市汐月区のわたなべ助産院より西に 90

ｍ程に位置しています。申請地は、佐伯市大字長良字井ノ尻○○番○、地目は田、現況

は不耕作地の畑、地積は 358 ㎡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、平成 28 年 1 月 10 日着工し、3 月 31 日

完工予定で、平面図等から申請目的の実現性は確実であり、転用面積、位置は適当です。

排水については、合併浄化槽を設置し道路の側溝に放流しますので支障はありません。

被害防除については、北側、西側は道路、東側は総合運動公園の駐車場、南側は防火用

水槽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コンクリート土留め、ブ

ロック塀を施工します。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。ちょっとこの写真で、今色々あ

たってるごとありますけど、先ほど 4 条でいいました里道が、この面が里道なんですよ

ね。こっちから進入するんですけど、図面で見ますと、スポーツ公園をしたときだと思

います。この土地を分筆して市が購入しとるんです。で、それよりこっち側に水路があ

る、道路の中に水路があるような格好なんで、今購入者がここに排水をつけてます。市

が自分たちでやってくれと言われたということで。これは 4ｍの道路に、蓋つきの側溝を

つけて、4ｍ以上になるそうです。先ほどの角切りっていうのはこの道路のこっちがわ。

ここの角切りを、これを位置指定するためにこの角切り部分を提供したと。それと、こ

こは農業の集落排水が入っとるんですけど、非常にここは地盤が悪くて、以前も道路が

陥没したことがあるんでですね、ちょっと掘ると怖いということで、合併浄化槽の計画



をしております。以上でございます。 

 

議  長：5 条の 14 番の立証が終わりました。本件について質疑、意見がござましたら出してくだ

さい。（異議なし、の声あり）よろしいですか。では、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）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。 

 

議  長：先ほどの 11 番について、再度また。今地図の確認をいたしましたので、地籍図のですね。

ちょっと局長の方から。 

 

事務局長：今、用地管理課の方に確認に行きましたら、中の部分の小さい里道ですね、里道はまだ

そのまま残ってるそうです。 

 

27 番委員：それで採決すりゃいいじゃあ。同意できんわ。 

 

事務局長：里道の方をはずしてですね、ソーラーを置くとかですね。 

 

27 番委員：それを払い下げてもらえばいいわ、申請人が。 

 

3 番委員：用地管理課関係ないでしょ。法務局の字図に里道が残っちょるかどうか。 

 

事務局長：持ち物は用地管理課なんですわ、里道。 

 

3 番委員：管理はそうやけど、字図に残っちょるかどうか。 

 

27 番委員：字図に残っちょるって言うたやあ。 

 

3 番委員：それを用地管理課に聞いたからって言ってる。 

 

27 番委員：どげえ、見たんじゃろ。 

 

事務局長：図面を持っていって、用地管理課に。  

 

27 番委員：そこが国有地管理しよるけえ。 

 

3 番委員：本来はそういう地図はあてにならないから、法務局のはどうなってますかっていうことで

す。 

 

 

27 番委員：議長、その件は確認に行って字図に残っちょるんのじゃから、1 ヶ月なら 1 ヶ月保留し



てから、申請人に説明して、これがある以上は佐伯市農業委員会としても今後に禍根を

残すんで、国有地の上にそんなんを載っかくるっていうことを許可するっていうことは

できないと、あれすりゃいいじゃあ。保留っていうか、突き返さないけんわ。 

 

議  長：このまえですね、私ども現地確認に行きました。言われるように、里道が地図の中に通

っておったんですね。それはその上に建てることはできないと議論してるとこなんです

が、今確認をしよるんですが。 

 

27 番委員：現地を確認したとかそげなんじゃねえんよ。 

 

議  長：いや、それもう里道は残すということでね。そういう話やったんですよ。 

 

27 番委員：それもう埋めて、国土交通省の大きなブルで掻きあげちょったら里道も何もわかりめえ。 

 

議  長：わからんけど、だいたい図面上からいけばですね、現地で残しちょったんです。 

 

27 番委員：それがいいって言うんならそのまま県の方に申請したら、県は字図を確認したら、国有

地があるから、その上には作らせられんってはっきり言うわ。 

 

議  長：それはもちろん、払い下げしない限りはですね。 

 

27 番委員：今回保留にして、勉強すりゃあいいじゃあ、事務局も何も。これにそげえ時間とったら

いけんわ。 

 

議  長：ちょっと待ってくださいね。 

 

 

議  長：それではですね、里道は図面上では残ってるということなんで、その払い下げがですね、

完了した時点で・・。 

 

2 番委員：そうやなかろう。払い下げをするのか、里道を避けてするのか・・。 

 

27 番委員：里道避けたらよう作らんっちゃ。 

 

2 番委員：そうなんかなあ。自分たちが判断するもんじゃなかろう。 

 

27 番委員：どき里道があるかもわからんのやき。 

 

議  長：とりあえずですね、そういった手続きをとった上でするということで、今回は一旦保留

をしてですね、再度そういったところを改善して、再度審議するということでしたいと



思うんですが。（はい、の声あり）これに対して、そういう手続きをとった方がいいと

いうことであれば、挙手をお願いしたいと思います。（はい、の声あり）よろしいです

か。それでは一旦ですね、今出てきた問題についての改善をしていただいて、審議をす

るということで。津田委員には大変申し訳ないんですが、そういうことで、この会議に

中ではそういうことになったということで、お知らせしていただきたいという風に思い

ます。それではですね、今 11 番を除いて、5 条につきましては、本委員会の意見を付け

て、知事宛諮問をいたしたいと思います。 

 

議  長：それでは引き続いて次の議案にうつりたいと思います。まだ農林課の方が来ておりませ

んので、非農地証明願についての審議をいたしたいと思います。局長説明できる。 

 

事務局長：それではその他の分で 5 番目の遊休農地解消に向けての取組みということで、若干説明

をしたいと思います。遊休農地解消に向けての取組みについてをお諮りしたいと思いま

す。農業委員会では委員さん協力の下、毎年農地利用状況調査を実施しております。そ

れに伴い遊休農地の把握を行っているところですけど、年々増えるばかりで、解消が中々

進まないというのが現状です。第 10 回農業委員会のときに若干お話をさせていただきま

したが、来年度、28 年度、この現状を打破するところまではいかないと思いますけど、

委員さんの協力をいただき、遊休農地を一箇所でも解消するため、以前、25 年度ですか

ね、前の農業委員さんが実施したことのあるジャガイモの植え付けを計画したらどうか

ということで、皆さんにお諮りしたいと思います。予算の方については、前回と同じで

すね、佐伯地区の食糧・農業振興協議会の方に要望、もし実施できるようにあればです

ね、要望をしたいと思います。協議会の方にも予算を確実にもらえるかどうかはわから

ないんですけど、そうしたいと思います。まあ、そういう計画をするかどうか、皆さん

にお諮りしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

議  長：遊休農地対策ということでですね、今調査をしていただいた中にですね、農業委員会で

取り組める事業としてですね、今局長が言いましたように、何か作付けをしたらという

ことで。一応ジャガイモの植え付けをですね、計画したらということで、その予算をで

すね、今度の 28 年度予算であげたいということで。 

 

事務局長：違うんです。農村協議会の方の予算です。 

 

議  長：予算は予算であげるんでしょ。来年度の予算で要求するんでしょ。 

 

事務局長：協議会の予算で。市じゃなくてですね。 

 

議  長：そちらの方に、うちの農業委員会として要望するわけでしょ。 

 

事務局長：はい。 

 



議  長：誰か意見ありますかね、これについて。三又委員。 

 

34 番委員：しても、せんよりはいいと思いますが、面積的なもんで、3 畝とか 5 畝とかぐらいなら

やめちょった方がいいんじゃないかなと。少なくても１反以上してっていうぐらいない

と、遊休農地の解消に 5 畝じゃ 3 畝じゃ話にならんと思いますんで。そこ辺を皆に聞い

て、それから実施するか決めてください。 

 

議  長：今三又委員の方から、少ない面積ではあんまり意味がないんじゃないかということです

が。他に何かありますか。積極的な意見があるとうれしいんですが。 

 

7 番委員：あとの管理はどういう形になるんですかね。 

 

議  長：そこらへんは、局長、何か考えてますか。 

 

事務局長：考えてません。 

 

議  長：管理をせな、もう作らん方がいいんで。やっぱし作る以上はな。 

 

14 番委員：ジャガイモ作りはやめようや。 

 

23 番委員：ジャガイモっていうのは、マルチをはるんかな。 

 

議  長：マルチをはりますね。草取りがちょっとなんでしょう。管理って言ってもできんことは

ないでしょう。芽掻きはせないけんですわな。1反以上って言うとかなり広いんでね。 

 

議  長：これも運営委員会であれしょうかな。 

 

事務局長：10 月の運営委員会のときは、総会にあげてもいいって言うことで、そこで一回話したん

ですが。今度は、やるかやらんかっていう。 

 

議  長：それじゃあ、今ここで挙手で決めさせてもらおうと思うんですが、今計画しております

ジャガイモの植え付けについて、それはいいなあと思われる方は手を挙げてもらえます

かね。ちょっとあんまり賛成する人がない。それではあまり積極的な態度がないんでで

すね、取りやめたいというように思います。それではその他の農用地利用集積計画（案）

について、説明をお願いしたいと思います。 

 

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 17 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 1年、5筆、9,040 ㎡。契約期間 3年、6筆、7,891 

㎡。契約期間 5年、2筆で 1,685 ㎡。契約期間 10 年、4筆、3,427 ㎡。これらを合計する 

と、17 筆で 22,043 ㎡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 

願いいたします。 

 

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ください。

(異議なし、の声あり)。はい、意義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）はい、ありがとうございます。挙手全員

であります。よって本計画（案）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。それでは続いてですね、利用権設定の推進についてということでお願いします。 

 

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。再設定の際にご相談等受けた場合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 12 月 21 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。以上です。 

 

議  長：ただ今の件について何か質問ありますかね。（異議なし、の声あり）はい、意見もない

ようにありますので、そういうことで一つ、推進についてよろしくお願いしたいと思いま

す。続きまして、農用地利用配分計画について、意見を求められておりますので、ご提案

をお願いします。 

 

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 2 月 1 

日開始分です。契約期間 10 年の田、2筆、面積は、1,103 ㎡となっております。詳細につ 

きましては一番 後のページに農用地貸付調書を添付しておりますので、皆様ご覧いただ 

きたいと思います。簡単ですが以上で説明を終わりますので、ご審議の程よろしくお願い 

いたします。 

 

議  長：はい、提案の説明が終わりました。本件について、何か意見がございましたら、あわせ

て質疑がありましたら出してください。（異議なし、の声あり）異議がないということで

あります。それでは、本件について他に意見がなければ、了解をいたしたいと思います。

よろしいでしょうか。（はい、の声あり）どうもありがとうございました。 

 

議  長：それではですね、あとは非農地証明、事務局の方から説明をお願いします。 



 

事 務 局：非農地証明 1番について説明いたします。所有者は宇目大字南田原、○○氏です。2筆あ 

りますが、現地調査は 11 月 19 日に 9番の矢野誠一委員と事務局 2名で行いました。申請

地の位置は、佐伯市宇目南田原にあります、○○番は大分バスととろバス停から南へ山

沿いに 300ｍ程上がった山間部に、○○番はととろバス停から西へ山沿いに 400ｍ程上

がった山間部にある農振地域外の農地です。地番は佐伯市宇目大字南田原下簀山○○番、

地目田、1,127 ㎡です。○○番は、同じく大字南田原字アセリ○○番○、地目田、270

㎡です。所有者は、宇目大字南田原、○○氏です。耕作放棄された年月日は、2 筆とも

昭和 40 年 1月頃で、約 50 年間経過しており、現状は原野となっております。耕作放棄

された理由は、○○番は日陰の沼地で、○○番○は不毛な荒廃地で、作付け不能なため、

昭和 40 年ごろから耕作放棄されたものです。今後は現状のまま放置し、いずれは処分

したいとのことです。非農地証明書発行基準要領第 2 の 4、「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、皆様のご審議をお願いいたします。 

 

議  長：はい、非農地証明 1番について説明が終わりました。9番の矢野委員の方から補足が何か

ありますか。 

 

9 番委員：事務局のおっしゃるとおりでございます。 

 

議  長：それでは何か意見がありましたら。（異議なし、の声あり）それでは 1 番についてとり

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。よって本案件については、証明を発行す

ることに決定をいたします。それでは続いて非農地証明、2番、3番について説明を。 

 

事 務 局：非農地証明願 2番と 3番は隣接しておりますので、一括して説明いたします。現地調査 

は 11 月 26 日に 25 番の藤原安政委員と事務局 2名で行いました。申請農地の位置は、2 

筆とも弥生地区の番匠大橋を渡り、宮崎方面に 150ｍ程進んだ国道 10 号線沿いから JR 日 

豊本線の線路方向に 200ｍ程入ったところにある農振地域外の農地です。証明願 2 番は、 

佐伯市弥生大字門田○○番地、所有者、○○氏です。土地の地番は、弥生大字門田字番 

匠○○番○、地目畑、91 ㎡です。そして大字門田字番匠○○番○、こちらは地目が畑で、 

70 ㎡で、所有者は大字門田の○○氏です。耕作放棄された年月日は、証明願 2番の 1155 

番 1 は昭和 30 年頃で約 60 年間経過しており、証明願３番の○○番○は昭和 20 年に耕作 

放棄され、約 70 年経過しております。現状は 2筆とも原野となっております。耕作放棄 

された理由は、度重なる台風の被害で遊水地になったことにより復旧が困難になったこと 

から休耕し、イノシシによる獣害がひどく、そのまま放置していたものです。証明願 2 

番、3番とも大きな雑木と草が生い茂っております。今後は現状のまま放置し、いずれは 

処分したいとのことです。2筆とも非農地証明書発行基準要領の第 2の 4、「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、ご審議をお願いいたします。 



 

議  長：事務局の方からの説明が終わりました。25 番の藤原委員の方から補足的な説明がござい

ましたら。 

 

25 番委員：特にありませんが、過去 3 回の説明と同じですので、特別今回説明は申し上げません。

以上です。 

 

7 番委員：7番の池田です。今年の 6月か 7月頃から、ここがまとめて非農地証明が出とるんですけ

ど、これは皆さんが連れ立ってしているっていうことは何か他に目的があるんですかね。

ちょっと聞きたいんですが。 

 

議  長：何かお聞きになっとれば計画について。 

 

25 番委員：私が聞くところによると、ある法人が一画を利用して、工業団地がしたいということで、

荒れた方から逐次買いたいということで進めているようです。それで、過去 3回詳細を述

べたように、ここ一帯が現在ではイノシシの巣っていうんですか、なっとって、ここ 10

年前まではほぼここらで何とかなりよったんですけど、現在はもうこの地区、引き続いた

田んぼが 6～7 町あるんですよ。その辺りまで出て参りますので、もう所有者が早く進め

てくれという全員の意向でありますんで、そういう説明をしてまいりました。以上です。 

 

議  長：よろしいでしょうか。何か他にございませんか。それでは特にないようにありますので、

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非農地証明を発行することに決定をいた

します。それでは続きまして、非農地証明 4番について説明お願いします。 

 

事 務 局：非農地証明願 4番について説明いたします。現地調査は 11 月 26 日に 18 番の田嶋義生委 

員と事務局 2名で行いました。申請地は先ほどの 5条のヒラメ養殖場で出ていたあの地 

番の一部です。先ほどの場所と同じように、蒲江竹野浦河内のひめみぎバス停より東に 

約 1km の海岸部にある農振地域外の農地です。地番は蒲江大字竹野浦河内字善作久保○ 

○番、地目畑、4,189 ㎡のうち 1,807 ㎡です。所有者は、佐伯市蒲江大字竹野浦河内の○ 

○氏です。耕作放棄された年月日は平成 6年頃で、約 21 年経過しており、現状は山林と 

なっております。耕作放棄された理由は、雑木等が自生しており山林化しているため、 

平成 6年頃から耕作放棄されたとのことです。今後は現状のまま放置し、いずれは処分 

したいとのことです。非農地証明書発行基準要領の第 2の 4、「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、皆様のご審議をお願いいたします。 

 

議  長：事務局からの説明が終わりました。それでは 18 番の田嶋委員の方から補足的に説明があ

れば。 

 



18 番委員：事務局の説明のとおりでございます。 

 

議  長：はい、ありがとうございました。それでは本件について質疑がございましたら出してく

ださい。（異議なし、の声あり）意義ないということでありますので、本件についてまと

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。よって本

件については非農地証明を発行することに決定いたします。以上で非農地証明願につきま

しては終わります。以上で提案された議案は全部終わりましたが、事務局の方で連絡事項

がありましたら。 

 

事 務 局：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）ですが、10 月の農業委員会でもお知らせいたしましたが、平成 27 年度の

大分県農業委員研修大会でございます。年が明けまして 1 月に 22 日の金曜日、10 時か

ら別府のビーコンプラザで開催されます。研修の大会の内容につきましてはまだ県の農

業会議の方から届いておりませんのでお示しはできませんが、全農業委員さんのご出席

をお願いいたしたいと思っております。それから（2）の全国農業新聞の記事について

ですが、10 月の農業委員会から 11 月の農業委員会まで 1 ヶ月間、何か記事はというこ

とで募集をさせていただきましたが、ご提出をいただけませんで、個別に対応を考えた

いということでですね、11月の農業委員会以降に検討して参りました。以前から少しお

話をいただいておったのですが、稲垣地区の、主に高齢者の農産物の直売についての記

事ということで、今回稲垣の吉良委員さんの方に、ご無理を申しまして、現在記事の作

成をお願いしておるとこでございますので、本日ご報告をさせていただきたいと思いま

す。それから（3）でございます。お手元の方に「ここが変わる！農委、農地制度につ

いて」ということでＡ3を二つ折りにしたですね、リーフレットをお配りしております。

これは前回の農業委員会でお配りしました農業委員会法改正についてという農林水産

省が発行しておりました資料を要約しておるリーフレットですので、今一度委員さんの

方々にお目通しをいただきたいということで本日お配りをいたしております。それから

後になります（4）ですが、本日発行の市報さいきの、先般お話いたしました農業委

員会委員の選挙人名簿の記事なんですが、その後広報係の打ち合わせ等によりまして、

紙面の関係もございまして、先般お示しいたしましたものよりも若干要約された記事の

内容となっておりますので、市報をご覧になる前にご報告をと思いまして本日そのペー

ジだけお配りをいたしております。以上でございます。 

 

議  長：その他で何か質問したいことありますかね。なければ終わりたいと思います。 

 

事務局長：次回の開催日は、1月 5日の火曜日、午後 2時から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した。これで第 12 回佐伯市農業委員会を閉会いたします。 

 

（１7時閉会）  


