
平成 27 年第 3回佐伯市農業委員会議事録

日 時： 平成２7年 3月 3日（火曜日） 14 時 00 分～ 16 時 20 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 3番 桑原 慶吾 4番 髙野 公

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

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 17 番 矢野 輝人 18 番 田嶋 義生

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 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： 2番 山田 定男 11 番 岡田 安代 16 番 杉谷 長男

19 番 三原 眞喜夫 30 番 河野 一正

事 務 局：事務局長 河野 幸徳 局長補佐 天野 仁 副主幹 染矢 公博

副主幹 廣瀬 弘喜 副主幹 児玉 亜紀

農 林 課 ：総括主幹 下川 秀文 副主幹 安藤 博光

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 7号 農地法第 3条の規定による許可申請について

議案第 8号 農地法第４条の規定による許可申請について

議案第 9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）及び利用権の設定について(農林課)

②農地利用配分計画案の意見聴取について（農林課）

③平成 26 年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）及び平成 27 年度の

目標及びその達成に向けた活動計画（案）について

④農地情報のインターネット公開について

⑤手数料条例の一部改正について

⑥農地利用状況調査意向調査票の回収について

報告及び連絡事項



・平成 27 年度佐伯市農業委員会の開催予定日について

・農地賃借料情報について

・農業委員会事務局職員の歓送迎会について

事務局長：皆さん、こんにちは。定刻より若干過ぎましたけども、平成 27 年第 3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、2番山田委員、11 番岡田委員、13 番黒岩委員、

16 番杉谷委員、19 番三原委員、30 番河野一正委員の 6 名でございます。農業委員 37 名

中本日の会議の出席者は 31 名でございます。（13 番黒岩委員が遅れて到着のため、欠席

5 名、出席者 32 名となる）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

を報告いたします。また、先月の大分県知事許可案件につきましては、2 月 27 日付で許

可となっておりますので、併せて報告いたします。また、あまりいい報告ではございま

せんけども、○○委員の奥様が一昨日亡くなられて、今日葬儀ということで出席ができ

ませんでしたので、昨日通夜に会長と一緒に出席して参りましたことをここに報告をい

たします。それでは会長、挨拶をお願いいたします。

会 長：（あいさつ）

事務局長：ありがとうございました。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：それでは議案に先立ちまして、議事録署名人を指名いたしたいと思います。20 番の山本

重夫委員、21 番の河野弘光委員にお願いをいたします。それでは、議事に入る前に事務

局の方から議案書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。読み上げて提案いたします。農地法第 3

条、件数 8 件、面積、田 1,294 ㎡、畑１1,883 ㎡、計 13,177 ㎡。次に農地法第 4 条、件

数 3 件、面積、田 1,987.28 ㎡、畑 838 ㎡、計 2,825.28 ㎡。次に農地法第 5 条、件数 3

件、面積、田 876 ㎡、畑 1,826 ㎡、計 2,702 ㎡。合計件数、14 件、面積、田、面積 4,157.28

㎡、畑 14,547 ㎡、計 18,704.28 ㎡。以上提案いたします。

議 長：それでは早速議案に入りたいと思います。最初に農地法第 3 条の規定のよる許可申請に

ついて。1 番について３番の桑原慶吾委員の方から、2 番も含めて、1 番と 2 番を立証お

願いいたします。

３番委員：それでは早速ですが立証させていただきます。３番がまず 3条の 1番を立証いたします。

本件は売買による所有権の移転です。調査は 2月 23日に行いました。申請農地の位置は、

鶴見振興局から南に約 500ｍのところにあり、農振地域外の農地であります。佐伯市鶴見

大字地松浦字大谷○○○○○、地目は畑、現況も畑、409 ㎡です。譲渡人は、鶴見地松浦

の○○氏、譲受人は同じく地松浦の○○○氏です。譲受人の家族状況は、本人 39 歳、妻

40 歳。耕作は譲受人夫婦と譲受人の母の 3人が行っており、第 2種兼業農家であります。



以前からこの申請農地を借り受けてキウイ等を耕作しています。申請農地は、自宅に隣

接しており耕作は可能であります。農機具の所有状況は、耕運機、草刈り機、軽トラッ

ク等の農機具を持っています。耕作面積は 22.02ａ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

可相当と思われます。よろしくご審議のほどお願いします。

議 長：1番について、3番の桑原慶吾委員の方から立証がありました。本件について、質疑、意

見等がありましたら出してください。（異議なし、の声あり）異議なしという発言がご

ざいました。それでは採決をいたしたいと思います。3条の 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）はい、挙手全員であります。よって本案は原案の

とおり承認することに決定をいたします。続いて 2番を立証お願いいたします。

３番委員：３番が 3条の 2番を立証いたします。この案件につきましては、1番と 2番につきまして

は兄弟でありますので、ご承知おきお聞きいただきたいと思います。本件は売買による

所有権の移転であります。調査は 2月 23 日に行いました。申請農地の位置は、鶴見振興

局から西に約 100ｍのところにあり、農振地域外の農地です。佐伯市鶴見大字地松浦字中

村○○○○○、地目は畑、現況も畑です。面積は 174 ㎡です。譲渡人は鶴見地松浦の○

○氏、譲受人は同じく地松浦の○○氏です。譲渡人は高齢のため、農地管理が困難にな

り今回売買することになっております。譲受人の家族状況は、本人 35 歳、妻 35 歳。耕

作は譲受人夫婦と譲受人の母の 3 人で行っており、第 2 種兼業農家であります。以前か

ら申請農地を借り受けてキウイ等を耕作しています。農地取得後はキウイ等の果樹類を

引き続き栽培する予定です。申請農地は、自宅から約 100ｍにあり耕作は可能であります。

農機具の所有状況は、耕運機、草刈り機、軽トラック等の農機具を兄弟で所有しており

ます。取得後の耕作面積は 30.84ａで下限面積 20ａ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いたします。

議 長：3条の 2番について立証が終わりました。本件ついて、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）異議なしという発言がありました。本件について

採決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します。（挙手

全員）挙手全員であります。以上で本案は原案のとおり承認することに決定いたします。

それでは農地法第 3条の規定による許可申請の 3番の規定について、8番の後藤彰委員の

方から立証をお願いいたします。

８番委員：８番委員が 3 条の 3 番を立証いたします。本件は売買による所有権の移転です。調査月

日は 27 年 2 月 23 日に行いました。申請農地の位置は、県道佐伯蒲江線の山谷トンネル



から畑の奥橋を渡り、南東方向に約 200ｍのところの山口区地下地区内にあり、農振農用

地区域外の土地であります。佐伯市大字青山字尾ノ○○○○、地目は畑、現況も畑、地

積は 247 ㎡です。譲渡人は、佐伯市大字青山、○○氏、82 歳農業です。譲受人は、佐伯

市大字青山、○○氏、70歳農業です。譲受人の家族状況は、本人 70 歳、妻 69 歳、子 44

歳、子の夫 43 歳です。本人は年間 300 日、妻は 200 日農業に従事しており、農繁期には

子夫婦も従事する第 2 種兼業農家であります。通作距離は 1 分以内で、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、軽トラック、田植機、草刈り

機等の農業経営に必要な農機具は持っております。耕作面積は 41.35ａ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います。本件は、○○氏と○○氏の合意

の売買であり、譲渡人は高齢のため、譲受人は規模を拡大したく合意したものでありま

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。よろしくご審議をお願いします。

議 長：3番について後藤彰委員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）異議なしという発言がありましたので、

これより 3 番について採決をいたしたいと思います。本案について賛成の委員の挙手を

求めます。（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

本案は原案どおり承認することに決定をいたします。続きまして 3 条の 4 番と 5 番につ

いて、関連がありますので、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 4番を立証します。なお、この件につきましては交換分合でありますので、

3 条の 5 番と一括して審議させていただきます。本件は所有権の移転です。調査は 2 月

26 日に行いました。申請農地の位置は、野々河内地区集会所より北へ 200ｍのところに

ある農用地外の土地で現状は畑であります。佐伯市蒲江大字野々河内浦字新造畑ケ○○

○○、373 ㎡。譲渡人は、野々河内地区の○○氏、譲受人は野々河内地区の○○氏です。

譲受人の家族状況は、本人 65 歳、妻 60 歳、母、長男の 4 人家族で、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。通作距離は 150ｍで耕作は可能です。農機具の

所有状況は、耕運機、軽トラック等農業経営に必要な農機具は持っています。耕作面積

は 29.74ａで蒲江地区の下限面積 20ａ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○○氏の合意の交換であり、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ありません。以上許可基準に照らしまして許可相当と思

われますので皆様のご審議をお願いいたします。

23 番委員：続きまして 23 番が 3 条の 5 番を立証します。本件は所有権の移転です。調査は 2 月 26

日に行いました。申請農地の位置は、野々河内集会所より北へ 40ｍのところにある農用

地で現状は畑であります。佐伯市蒲江大字野々河内浦字中ミチ○○○○、410 ㎡。譲渡人

は野々河内地区の○○氏、譲受人は野々河内地区の○○氏です。譲受人の家族状況は、

本人 60 歳、妻 54 歳、母の 3 人家族で、本人と妻が農業に従事しており専業農家です。

農機具の所有状況は、軽トラック、耕運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 126.04ａで蒲江地区の下限面積 20ａ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○○氏の合意の交換であり、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ありません。以上許可基準に照らしまして許可

相当と思われますので、皆様のご審議をよろしくお願いいたします。

議 長：23 番谷川享宏委員の方から立証が終わりました。最初に 3 条の 4 番について、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すの

で、これより 4 番について採決をいたしたいと思います。本案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）ありがとうございました。挙手全員であります。

よって本案は原案どおり承認することに決定をいたします。続いて 5番について、質疑、

意見を求めます。（異議なし、の声あり）異議なしということでありますので、採決を

いたしたいと思います。3条の 5番について賛成の委員の挙手を求めます。（挙手全員）

ありがとうございました。挙手全員であります。よって本案は原案どおり承認すること

に決定をいたします。それでは 3条の６番について 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 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 2 月 26

日に行いました。申請農地の位置は、森崎地区交差点より北西に 500ｍ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。佐伯市蒲江大字森崎浦字松ケ谷○○○○○、

畑 2,324 ㎡です。もう 1 筆は佐伯市蒲江大字森崎浦字草木薮○○○○○、畑 1,837 ㎡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、○

○さんです。譲受人の家族状況は、本人 53 歳公務員、父 78 歳。主として父が農業に従

事しており第 2 種兼業農家であります。通作距離は 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、噴霧器、軽トラック、農機具は持っています。耕作面積

は 73.21ａ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。申請農地周辺地域への農業

上の支障は予想されません。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条の 6番につきまして津田幸喜委員の方から立証が終わりました。本案について、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）意見がないというご発言

がありましたので、これより 3 条の 6 番について採決をいたしたいと思います。本案に

ついて賛成の委員の挙手を求めます。（挙手全員）はい、挙手全員であります。よって

本案は原案どおり承認することに決定をいたします。それでは 3 条の 7 番について、21

番の河野弘光委員の方から立証をお願いいたします。

21 番委員：21 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。調査月日は 2月

27 日に行いました。申請地の位置は、宇目振興局を小野市方向へ約 800ｍのところにあ

り、農振地域外の土地であり現況は畑です。現在は栗の木を植えています。申請地は佐

伯市宇目大字小野市字中山○○○○○、面積は 6,109 ㎡です。譲渡人は佐伯市内の○○

さん。譲受人は佐伯市宇目千束の○○さん。譲受人の家族状況は、本人 61 歳、妻 57 歳、



子 27 歳です。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。通作距離は約

2.5km で耕作は可能です。農機具の所有状況は、トラクター1台、耕運機 1台、動噴、軽

トラックで必要な機具は持っています。耕作面積は、取得後 10120ａで下限面積 40ａ以

上保有で、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。申請農地を持っていた○○さ

んが亡くなり、次女○○さんが佐伯市内から遠いため、○○さんがおじになる○○さん

へ売買とのことです。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。すみません、取得後の耕作面積を 10120ａといいましたが、101.20

ａです。どうもすみません。

議 長：21 番の河野弘光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）異議ないということでございますので、

本案について採決をいたしたいと思います。本案について賛成の委員の挙手を求めます。

（挙手全員）はい、挙手全員であります。よって本案は原案どおり承認することに決定

をいたします。続きまして 3 条の 8 番について、32 番の高司富博委員の方から立証をお

願いします。

32 番委員：32 番が 3 条の 8 番を立証します。本件は所有権の移転です。調査月日は 2 月 22 日に行

いました。申請農地の位置は、田野地区の公民館から西に 300ｍ前後のところにあります。

農振地域内の土地であり現況は田であります。申請農地は、佐伯市宇目大字重岡字敷倉

○○○○○外 2 筆、合計面積 1,294 ㎡。譲渡人は佐伯市稲垣、○○氏。譲受人、佐伯市

宇目田野区の○○氏です。譲受人の家族状況は、本人、62 歳、妻 56 歳です。夫婦で農業

に従事しており第 2 種兼業農家であります。通作距離は 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、コンバイン、田植機、乾燥機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、78.32ａ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、1筆に県

の抵当権の設定がありますが、双方とも了解しています。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、認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：（異議なし、の声あり）3条の 8番について、質疑、意見、再度求めます。

６番委員：抵当権が設定されてるっていうことですが、抹消しなくていいんですか。

32 番委員：昔の抵当権がついてるらしいんですが、お互いそれで了解ということで。

６番委員：抵当権者は誰。

32 番委員：県です。大分県。



６番委員：県にしちょるんなら抹消できるんやけどねえ。

32 番委員：と思うんですけど、一応本人たちはそれでするということであります。了解しておりま

すのでよろしくお願いします。

議 長：抵当権が設定されてるということで、譲受人の方はそれを了解されとるとことですね。

よろしいですか。

６番委員：はい。

議 長：他にございませんか。（異議なし、の声あり）それでは異議ないということであります

ので、3条の 8番についてこれより採決をいたしたいと思います。賛成の委員の挙手をお

願いします。（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するこ

とに決定いたします。以上で農地法 3 条による許可申請については、全部承認をされま

した。それでは続いて農地法第 4 条の規定による許可申請について審議をいたしたいと

思います。1番について、今日は担当委員の山田定男委員が欠席をされていますので、37

番の大川松壽委員の方から立証をお願いいたします。

２番委員：37 番が代読いたします。2番が 4条の 1番を立証します。本件は農地の転用です。調査

(37 番代読)は平成 27 年 2 月 23 日に行いました。申請人は、佐伯市城南町在住の○○氏です。申請

農地の位置は、長瀬橋を城南側に渡り堤防沿いをくだり、最初のＴ路を左に 40ｍ行った

左側の農振地域外の土地で、区分は第 3 種に該当します。佐伯市城南町○○、地目畑、

現況雑種地、地積 349 ㎡です。佐伯市城南町○○○、地目畑、現況雑種地、地積 489 ㎡

です。2筆とも、一部分コンクリート及び砂利にて許可を受けずに造成しており始末書が

添付されております。転用の目的は、申請人は賃貸用の駐車場用地とするものです。駐

車スペース 36 台を予定しています。工事計画は許可あり次第着工します。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。用排水については、砂利を敷き

詰めるため問題ありません。被害防除については、特段支障はないと考えます。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いたし

ます。

議 長：1番について大川松壽委員の方から立証が終わりました。別紙の方に図面が添付されてお

ります。図面の方も確認をしていただきたいと思います。立証が終わりましたので、こ

こで意見、質疑がございましたら。（異議なし、の声あり）異議ないという発言があり

ましたので、これより 4 条の 1 番について採決をいたしたいと思います。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。よって本案は原案

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 4 条の 2 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：37 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 2 月 25 日に行いまし

た。申請人は、佐伯市上城区に在住する方で○○氏です。転用の目的は、農地造成を 60cm

施し、畑として活用する計画です。申請地の位置は、佐伯市下城区の上堅田小学校前の

交差点から、蒲江方向に約 260ｍ行き右折してから約 90ｍ行ったところの右側になりま

す。申請地は、佐伯市大字長谷字黒の内○○○○○、地目は田、現況も田で、現在小麦

が栽培されています。地積は 991 ㎡です。農地の区分につきましては農業振興地域内の

農地で、農地の区分は農用地に該当します。工事計画は、許可後から平成 27 年 6 月 10

日に着工し、平成 28 年 3 月 31 日に完工の予定で、配置図、断面図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

ついては、南側は道路を隔てて田、あと３方は田に面しておりますが、被害は予想され

ません。隣接地との境界については、土羽で施工します。水利権につきましては、城村

水利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、農地

造成は可能と思われますが、申請地の周囲は約 34ha にも及ぶ優良農地の集団を形成して

おり、一部については農業法人が遊休農地を解消すべく農業を展開しています。農業者

が農業を実施するのであれば問題になるような案件ではありませんが、当初は宅地化し

たいとの意向があり、これが農振地域内であり許可できないとのことから農地造成へと

申請がなされた経緯があります。このようなことから、農業地帯の一角を蚕食するよう

な農地造成を行うことは、地域内の農業者等に及ぼす影響も危惧される案件であります

し、現地を見ましても、私一人では判断しかねる案件であります。今後の農業の推進、

農地の活用等を包括的に捉え、農業委員皆様で現状を確認をし判断をお願いしたいと考

えます。以上です。

議 長：4 条の 2 番について 37 番大川委員の方から立証が終わりました。この案件についてはで

すね、図面が先ほどの 1 番の裏にですね、位置図が添付されています。それを含めてこ

れより審議をしていきたいと思います。質疑、意見がありましたら、求めます。

27 番委員：27 番岩﨑です。立派な説明、大川委員が大変勉強されとって、勉強には私もついていっ

たんですが、本当は立証は私の範囲やと思って、困ったなあと思っとったんですが、こ

れ今大川委員が言うようにゼンリンの地図の、お手元にある 2枚目ですか。この赤の右、

左、約 6 反ばかしが農政課（農林課）の方に、農振地域から除外して宅地にすると。そ

れでは第 1 種農地、16～17 年前に 6 億円程かけて、パイプラインとか農道舗装とかをや

っております。地元負担が 4,800 万であったんですが。佐伯市でもここが一番の優良農

地だと私たちも自負しておりますが、その組合長もしちょるというかさせられておるよ

うな感じでやっておるんですが、それで前回の第 2 回の委員会で取下げ案件になってお

りましたが、私が発言を求めて、○○○○○○○○から、岩﨑さん判をくれって言われ

て、その時は農振の除外なら判はやらんよって言よったら、方針変更しました、かさ上

げをすると。今回のかさ上げの申請も大川委員から説明がありましたように、60cm くら

いあげても、ここは台風時には、この前蒲江の研修に行く時に通ったところですが、モ

ーターボートがどんどん飛ぶ程のあれになって、消防団が出て蒲江の方に行く県道佐伯

蒲江線も通行止めになるようなところであります。それを 60cm 上げてかさ上げをする、



そしてこの申請人は○○○○○で家の中にじっとしてます。そして売買の時に、仮登記

されとる。仮登記は、かさ上げ工事の 4条の時にはできないそうです。3条か 5条、3条

っていうのは農地を設定して後に 3 条で売るかという場合ですね、それから 5 条は宅地

で売るかという、その行為も今回農政課（農林課）の方である程度協議をして、私の方

にも電話がかかってきたんですよ。まあそういう案件ですので、これは今大川委員が言

うたように、全員が私は行かんでいいと思います。できたら保留に今回していただいて、

それから会長、担当の大川さん、それから事務局の方がこの申請人と十分協議をして、

そして取り下げてもらうっていうんか、これでは○○○○がかさ上げを 60cm や 90cm し

ても、何の作物もできません。私たちが農業委員でここにくる間に、もう草が生えて、

近くに竹藪があるから、竹の胞子が飛んできて芽を出して、秋には雀の巣が籠もる、終

いには猪が出てきてそこで昼寝するような土地になるんではないかと私は危惧しており

ます。それで、議長、皆の同意を得るようにですね、一旦保留にして、そして十分煮詰

めて、それでもいけんって言えばもう一回出してもらって、私は拒否っていうんか、そ

ういう方向に、ここでぽくと出てきて拒否っていうのはちょっと無茶だし、また皆が行

って見たって現状がわかりにくいから、そういうあれはしなくてもいいと思いますが、

それ皆さんに議長として諮ってください。

議 長：大川委員の立証、そして今岩﨑委員の意見、まあ詳しいお話しがありました。今詳しい

お話しをお聞きになった上で何か他にご意見があれば。

６番委員：6番委員が質問します。仮登記っていうのは何の仮登記ですか。

事 務 局 ：売買の仮登記です。

６番委員：所有権移転やな。

事 務 局 ：所有権移転です。これは、ただし先ほどもう言いましたけども、○○○○○○ですね、

買ってますが、やはり法人は農地を取得できません。ですから、先ほど言いましたよ

うに、条件付で、農地法第 5 条の許可が下りることによって仮登記が本登記になると

いう形になってます。

６番委員：仮登記にも色々あるから。わかりました。

議 長：はい、よろしいですか。他に。

７番委員：７番です。地区の土地改良区の意見書何かはどうなってるんでしょうか。今岩﨑委員の

意見がそうなんでしょうか。

27 番委員：五十川、県の会長からも土地改良区を作らんかと言われたけど、もう工事のためのお金

の借り入れとか別にあれすることもないし、土地改良区を作れば・・



７番委員：いや、土地改良区じゃなくて、水利組合の意見。

27 番委員：土地改良区じゃなくて、水利組合、組合長を私がさせられちょって、こういう人から、

前回も言いましたが 30 分くらい電話で話して、そういうあれでございまして。参考まで

に、前は 55ha あったのが、東九州自動車道とか、県道の改良で約 20ha 程買収されて、

関係者は 150 名ちょっとですね。それで区が 3つほど関係しております。以上です。

４番委員：４番委員の髙野ですが、この申請位置を見るとですね、これは佐伯市の委員さんは位置

を見ればだいたいわかるんじゃないかと思いますが、他地区の委員さんは実際現地に行

ってですね、ここはあの 1 反町で耕地整備した立派な農地でございまして、先ほどの岩

﨑委員さんが申されたごとですね、佐伯市でも残さないけん農地という形でですね、今

小麦を作られてるというようなことでですね、一応私は本件、保留にしてですね、現地

の確認をしたい委員の皆さん方がおられれば、もう一度ここを見ていただいてですね、

判断をしていただければいいんじゃないかと思うわけでございますが。どうぞよろしく。

私は個人的には、ここはかさ上げとか、そういうことは反対して、米、または小麦等を

ですね、作っていただきたいと思って、個人的には思っております。

議 長：今 2名の方からですね、本案については保留をというような、もう少し検討したうえで、

もとに戻してですね、した方がいいんじゃないかという意見がありました。他にありま

したら。

36 番委員：36 番の五十川です。私も佐伯市の農振地域振興協議会の会長をしておりまして、現地を

見に行きました。これを佐伯市の農業委員会が認めた場合ですね、それは県に出しても

恐らく拒否されるし、それを認めたら、佐伯市の農業委員会の価値はなくなりますんで

ですね、これを絶対認めることはできないという位置にありますんで、よろしくお願い

します。

議 長：他に意見がないですかね。だいたいですね、今 3 名の方から意見が出されました。そう

いったことで今回はこの件についてはちょっと採決をしたいと思うんですが、保留とい

うことで意見が出てますんで、これについて賛成をされる委員の挙手をお願いします。

20 番委員：ちょっといいですか。

議 長：はい。

20 番委員：20 番の山本です。ちょっと事務局にお尋ねします。保留にした場合ですね、これどうな

ります。次に申請が出るまでとかいうことじゃなくなるんじゃないん。

事 務 局 ：お答えします。次回の農業委員会で判断をする形になると思います。



20 番委員：新たにとかじゃないよなあ。

事 務 局 ：新たにとかいうことにはならないと思います。

20 番委員：それともう一つ、大川さん、お尋ねします。農地造成した後の、どういう風なことをす

るとかいうようなご説明はなかったと思うんで、それはどういう風なことになっとるん

ですか。

37 番委員：私が聞いてる範囲では、畑にして利用するっていうことだけです。

20 番委員：例えば、どういう作物を作るとか、そういう具体的なことはないわけやな。

37 番委員：ないです。

20 番委員：そりゃそうやと思う。結局私も同じ地区に住んでますから、状況はわかるんですけどね。

要するに造成したからって、何を植えることもできんだろうし、どうにもならないと思

うし。

27 番委員：髙野委員さんがいうように、その方向でもっていっていいと思う。

議 長：先ほど手があがりよった人もおるんで。何かそれに対しての反対意見があるんですかね。

６番委員：ちょっと反対というよりですね、仮登記は所有権移転で、農地以外にならんと本登記は

できんですから、農地以外にならないんじゃったら否決の方がいいんじゃないですか。

仮登記しとるっていうんでしょ。仮登記は農地じゃ買えないでしょ。そしたら畑にした

らだめでしょ。○○○○が農地を持ってますか。

27 番委員：前回説明したけど、この土地は○○○○が先行取得っていうんか、これを買っとけば、

農振地域外の農地がその当時は 4 町歩くらいあったんです。そこの人が家を造るとか、

子どもを大学にやるとかでお金がいる時に、それを○○○○とか○○○○とか、1反売っ

て、この土地が当時○○○で買ったって。私がこの隣を持っとる人から、岩﨑、買いに

行ってくれんか、○○○なら金出すけん、そして○○○○○○○と私が直接相談したら、

岩﨑さん○○○で買うたけん、○○○で売らん、○○○なら売る、そしてこの人に○○

○○が○○○なら売るよって言うたら、ほんならもういらんって言うて、そしてまた断

りを言いに行った経緯があります。それで当時は○○○○が 4 反以上の農地を持ってな

いから農地を取得できない、そしてこれは将来は宅地ということの 5 条で仮登記を終っ

とると、その時にお金のいる人が土地を売ってこれと交換すれば、売った人は自分の耕

作面積は全然減歩にならんのでよかろうという、そういうあれで土地を世話をした人も

私には説明をしてくれました。以上です。



32 番委員：32 番高司ですが、初歩的で悪いんだけど、本人が畑にしたいという届けをして埋め上げ

ると、それは農地にするということで、家を建てるっていうんなら悪いんやけど、自分

とこが畑にしたいんじゃけんって言うたら反対で、畑にされんとかいうことが、まあ色々

なことを聞いてわかるんだけど、原則論のとこからいくとどうなんだろうかなと思った

もんですから、ちょっと私手をあげんかったんですわ。単純に、私は自分の田んぼを畑

にしたいと言うて届出とる、まあ色々裏はあるんじゃけど、ならそれに対して、もし畑

にせんかったら何かするとかいうのはわかるんじゃけど、する時に農地から農地やった

らそんなに問題にならないんじゃないかなあと思ったので、まあそんなことです。そん

なことを感じましたのでよろしくお願いします。

27 番委員：全くいい、私たちの意見に対して裏の、いい質問だと思います。こういう意見があって

木は丸く育つと思いますので、結論もいい方向に出ると思います。私もこの印鑑をつく

のに、最初、同意のですね、農政課（農林課）の方から話があった時にはつかんよと、

今度方向転換して 4 条で出すからって、廣瀬担当の方に電話したら、これは隣の人が反

対しても誰が反対してもかさ上げ行為はできますと、そういう返事をしたので、まあ 4

条ですから畑になるんで、別に水利組合としては、水をとる、また畑にすれば（水を）

使うんですが、いいと思って判をつきました。そして関係者には役員会で判をついたよ

と説明を、1 月何日ですか、1 月 21 日の水利組合の役員会で報告して、まあ了解をいた

だいておりますが、今質問と実際の現地のしようかというのが、全然農業をするしがだ

れもおらん、そしてかさ上げを 50cm、60cm したって夏の日照りに何が育ちますか。下に

山砂利を入れて、田んぼの作りつけを 20cm か 30cm 敷いてもですね、それもうガンガン

日和が続いたら作物は太りません。また壁を建てえって言えば、農業委員会の方から L

型の壁を建てれば○○も○○もかかるから資金が何ぼあるんか、どこの銀行にあってそ

の金を使うんかという証明をもらってきてって言えばいけんごとなる、

32 番委員：いや、違うんです。

27 番委員：あとは事務局の廣瀬が説明する。

事 務 局 ：私が説明します。所有権に基づくかさ上げ申請の場合は同意はいりません。以前はで

すね、同意がいったそうです。ただやはり、持ち主が仲が悪いだとか、近隣の方とで

すね、仲が悪いから同意はしないとか、全然かさ上げが支障ないにも関わらず、仲が

悪いだけで同意はしないから不許可になるというのはおかしいということがありまし

て、所有権に基づくかさ上げの場合は近隣の方の同意はいりません。ただしですね、

その代わりというかですね、この農業委員会の場において適切か不適切か、その農地

造成があまりにも近隣に迷惑をかけるような農地造成であれば、この委員会の場にお

いてですね、不許可になるというような形になってます。要はこの委員会の中でケー

スバイケースで判断されるということになります。以上です。



議 長：あのですね、今色々意見が出ておりますけれども、もう一番はやっぱし優良農地、周囲

は田んぼで、水田で利用されてるといったような現況の中でですね、今意見があります

ように、早く言えば、やはり結果的には迷惑がかかるようになるんじゃないかというこ

とで、色々意見がありましたけども。何か。

27 番委員：事務局にお尋ねするけど、これは申請人、○○の方と、この人は書類が何がこようが○

○○し、奥さんから説明を聞いても権利は○○○○の方にいっちょるから何もよう言わ

んと思うんですが、その○○の方と、借りておる方、農事組合法人の方と契約しちょる

やろ。利用権設定を。これがまだ期限もきてないやろ。

事 務 局 ：きてないです。

27 番委員：それを突き破って、今話がそっちの方向にいってないから私も安心しとるんですが、い

った場合にそういう問題も発生するですね。

事 務 局 ：岩﨑委員のおっしゃるとおりそういった問題も今後発生するかと思います。

27 番委員：色々絡んじょるわ。

17 番委員：すいません。今皆さんの言ってることが、大部分の人がそう思ってると思うんですけど

も、以前のこういった地図の中で、農振地域のど真ん中にぽんと家が建ったりした絵を

見て、どうしてこういうところ許可が出たんかなあと不思議だったんですね。こういう

時もここにぽつんと田んぼの真ん中に、例えば埋め立てて畑にすると、今からの例えば

土地の集約やらして、やはり作業精度を考慮した土地の集約ちゅうかを図るようなこと

が進められる中で、もしここにぽつんと畑になったら、例えば今までのその立証の中で、

こういうようなことをやっても支障はありませんみたいなコメントがつきますよね、こ

こを畑にしたら明らかに支障があると思うんですよ。で、そういうことと、今までの説

明の流れを見ると、売っとる人は本当は宅地にしたいんだと、で宅地申請ができんから

とりあえず埋めておけと、そして埋めておいてその次の段階として農振除外して、ほん

なら家を建てましょうというような、所謂その、裏が見え見えじゃないですか。そうい

った時に、ここの農業委員会の中でこれを保留にしたり、そういった余地があるんです

かねえ。これを反対せんじゃったら、農業委員会なんちゅうのは、こういう申請なんち

ゅうのは審議の必要ないんじゃないですか。そう思うんですよ。こういうときこそ所謂、

法律じゃなくて農業委員会の農業を思った、この地域の農業を思った判断が求められる

という風に思います。だから私あの保留には反対です。これ反対、ここでは認めないと、

でいいんじゃないかなという風に思います。これ私の意見ですよ。ちょっと強く言いま

したけども。

議 長：今、保留ということでなくて、却下というような意見がありました。何か意見がありま

すか。はい。



33 番委員：実は先日の運営委員会の中でも結論は出なかったと思います。私の勉強したところ、聞

いたところでは、先ほどの意見、私もそのとおりです。ここをこんなことで認めたら、

農業委員会というのは何じゃろうかなという思いもしますけど、じゃあ法律的にこの問

題を拒否できるのか、ということを、もし今日、○○○○なんかは裏の話であって、表

向きから言って拒否できるんですかって。もし向こうから訴訟を起こされた時に受けて

立ちますか、という問題が発生するのかなと心配してます。私は訴訟をしても、受けて

立ってもいいと、そしてそれぐらい佐伯市の農業委員会は、そんぐらいの肝っ玉据えて

相手にしてもいいのかなという気持ちは持ってますけど、ただここで拒否しました、そ

ういう問題も含んどるんじゃないかなということを理解しちょった方がいいのかなと、

ちょっとその辺危惧しております。で、もう一回詳しい話し方しますと、この申請が手

続き上問題ない、拒否できないというようなことであれば、何も法律に違反してないで

出てきた問題を農業委員会で拒否しましたって言えるのかどうか、そこが私はよくわか

りません。で、もし農業者の立場として迷惑になります、だから反対します、それで法

律上勝てるのかどうか、その辺がよくわからないんで、それも併せて、まあ今回保留し

て、その辺をもう一回煮詰めていった方がいいのかなという気がしてます。

事 務 局 ：会長、よろしいでしょうか。

議 長：はい。

事 務 局 ：あの、当初の立証の中で大川委員からありましたように、やはりこのゼンリンの地図

の中で皆さん農地のど真ん中にあるっていうような判断されてるかと思います。やは

り今後のことを考えるとですね、農業委員さん全員とは言いませんけども、やはり現

場を見てもらってですね、今後こういったケースも出てくるかもしれませんので、一

旦把握をしてもらいたいなと私は思います。事務局の方としては中立の立場で何とも

言えないこともあるんですけども、ただ今回は表の話じゃなくて当初宅地からという

ような話もあり、そういったことで難しいというか判断しかねるような案件だと思う

んですけども、先ほどもおっしゃいましたけど、本当に農業をしたくて畑にするので

あればどうなのか、とかですね、たまたまその宅地がしたいっていう思惑があったか

らこそ反対してるかと思います。ですからやはり現場を見てですね、農業委員会の皆

さんの判断の総意っていうわけではないんですけど、大多数の人がこういう場所であ

ればどうなのかなあというような一定の判断を私はしてもらいたいと思ってます。

議 長：はいどうぞ。

６番委員：ちょっといいですかね。ちょっと聞きたいんですけど。区画整備か何かわからないんで

すけど、これ作る時に条件っていうのは、田んぼしかできないとか、条件っていうのは

あったんですか。



27 番委員：それは俺が答える。

議 長：土地改良区。

27 番委員：これは書き置きも何もないんですが、明治の終わりから大正の初めにかけて、今の南中

学のある川原っていうところまで、70ha ぐらいを耕地整理っていう形で、補助金も何も

もらわんで、地区の人が、まあ役目的みたいなんでやったような事業だと判断しており

ます。

６番委員：別に条件とかないんじゃな。

27 番委員：はい、ありません。

６番委員：そしたら、田んぼから農地にするのにあんまり規制できないんじゃないかなあ。

27 番委員：本当に畑で作るんならな、何か野菜か苺でも作るちゅうんならな。

32 番委員：すいません、あの。32 番高司です。感情でこうすると、なんちゅうか書類的な審査とか

なかなか難しいんじゃないかと、だから委員さんが熱が入って言うてからするんじゃけ

ど、はたして○○○○人じゃとか、することはないんじゃとか、まあ色々とよく調べち

ょるんだろうと思うんですが、だからほんなら、例えばこの人の隣の田んぼの人が○○

○○て、元気で、田んぼを作る人が畑にしたいと、埋めたいと言うたときはやっぱ、そ

れでもってなるかどうか、そこ辺がね、私農業委員会の原則的なところ、本当のとこが

知りたいんです。だからどう聞いちょっても、感情的な話ばっかり持って行くと、私も

気持ちは一緒なんですよ。気持ちは一緒じゃけど、ちょっと私は一歩引いちょる。

27 番委員：わかるわあ。わしも感情論になっちょらせんので。この農地を農業委員として、地区の

農業関係の代表として守らないけんという気構えがある。この人が一番隅に土地を交換

して、埋めて、県道から行って畑にしたいとか言うなら、それは農振地域であってもい

いと思います。ここはさっき矢野先生が言よったように、今から畦をとって田んぼを広

うしょうかという国、県の指導方針にも逆行するし、こんなんがぽつーんと、昔の城じ

ゃあねえけんど、どっからでも見えるような所にこんなんができたら、こらもう地区の

農地はいけんごとなるわ。感情論じゃないんで。一生懸命、これ守りたいから今頑張っ

とるんです。五十川委員も言よったように。

議 長：色んな意見がでてきております。やはり農業委員会としては、こういった問題、地域の

農業を守るという立場からいけばですね、法的には問題ないとか言われてもですね、や

はり後に悔いを残すようじゃいけないのでですね、一応保留して全員で現地を見たり、

そしてまた周囲の利用されておる方のですね、色んな話を聞いてですね、それから結論

を出してもいいんかなと私は思っておるんですが。ここで決をとってよろしいでしょう



かね。保留と却下という意見もあるんですが。採決をしてよろしいでしょうか、その二

つで。（いいです、の声あり）はい、それじゃあですね、最初に多くの意見が出た、保

留して再度検討するということでよろしい委員は挙手を一つお願いいたします。（大多

数の挙手）それではですね、議論する必要なない、却下だという方（数名の挙手）わか

りました。それではですね、大多数の意見を尊重しまして、この件については保留をす

ると、再度ですね、委員に現地を確認をしていただいて、それからまた審議をするとい

うことで決定をいたしたいと思います。よろしいですか。いいですか。（はい、の声あ

り）それではこの件については保留ということで決定をいたします。それでは次の案件

にいきたいと思います。農地法第 4 条の規定による許可申請の 3 番について、15 番の松

下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 3を立証します。本件は農地の転用です。調査は 2月 23 日に行いました。

申請人は、佐伯市中村南町○○○○に在住する方で○○氏、82 歳です。転用の目的は、3

階建て賃貸住宅用地として利用するためです。申請地の位置は、佐伯馬場、新女島線の

塩屋橋を渡り、新女島方向に行ったところにある玉屋家具本店を右折し 90ｍのところに

位置しています。申請地は、佐伯市中の島二丁目、地番は○○○○○、登記地目は田、

現況は畑です。地積は 1,966 ㎡ですが、その内 996.28 ㎡に建築します。1 筆の部分転用

となりますが、農地法上 4 条において認められている権利で支障はありません。なお、

残りの土地 969.72 ㎡は、同様に部分転用で、平成 19 年に駐車場用地として転用済みで

す。農地の区分は農振地域外の農地で、農地の区分は第 3 種で第二種中高層住宅地域に

該当します。工事計画は、許可あり次第、4月 10 日に着工し、8月 10 日に完工の予定で、

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、公共下水へ接続します。被害防除については、

東側は駐車場、南側、北側は道路、西側は農地ですがコンクリート擁壁を設置し被害の

ないようにします。隣接地との境界については、土留工事、擁壁工事、ブロック塀等で

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３番について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）異議なしという発言がございま

した。それでは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。よって本案は原案どおり承認することに決定をいたします。それでは

続きまして第 5 条の規定による許可申請についてを審議いたします。1 番について 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 5条の 1番を立証します。本件は、太陽光発電用地による農地法第 5条第 1項の

農地の所有権の移転です。調査は 2 月 23 日に行いました。申請農地の位置は、国道 10

号線河内入り口バス停から東に 300ｍ行った JR 線路下の土地であります。農振地域外の

第 2 種に該当します。現況は 2 年前まで水田として耕作していましたが、その後採草牧

草地で、佐伯市直川大字上直見○○○○、地目は田、876 ㎡です。譲受人、佐伯市本匠大



字堂ノ間○○○○、○○氏、公務員 53 歳。譲渡人は、佐伯市直川大字上直見○○○○、

○○氏、無職です。自宅から申請地まで 500ｍになります。概要は周囲に一部農地があり

ますが、譲渡人所有の農地であり特段支障はないと思います。周囲にフェンスを設置し、

被害のないようにします。雨水については現状のまま利用するので自然流下します。水

利権はありません。九電の工事請求書が添付されていることから、設置許可は下りてい

ます。工事は隣接する宅地に重なります。許可後直ちに着工するそうです。本件は、○

○氏と○○氏の合意によるものであり双方とも了解しています。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、許可相当と思います。よろ

しくご審議をお願いします。

議 長：5 条の 1 番について、35 番の大友安正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）異議なしというこ

とでございますので、1番について原案のとおり承認することに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。よって本案は原案のとおり承

認することに決定をいたします。続きまして 5 条の 2 番について 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 2番を立証します。本件は所有権の移転です。調査は 2月 23 日に行いまし

た。譲渡人は、佐伯市大字稲垣の○○氏、70 歳。職業は無職です。譲受人は佐伯市鶴谷

町の○○○○○です。申請農地の位置は、県道 217 号線を鶴岡町から上岡駅方面に進み、

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り約100ｍ先の丁字路を右折、

約 50ｍ先の丁字路を左折し約 80ｍ先の左手にある農振地域外の農地で、農地の区分は第

3種に該当します。佐伯市鶴岡西町 2丁目○○○○、地目は畑、現況も畑、地積は 1,301

㎡と、同所 322 番、地目は畑、現況も畑、地積は 291 ㎡。2筆合計、1,592 ㎡です。転用

の目的は、譲受人が建売住宅 6棟を建築します。工事計画は、5月 1日から着工し、平成

28 年 5 月 1 日迄に完工の予定です。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、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、東側は宅地と駐車場、西側は宅地と畑、南側

は宅地、北側は市道と宅地で、何ら被害は予想されません。隣地との境界は明確ですが、

塀等は建売住宅購入者が希望するブロック塀やフェンス等にするとのことです。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：5条の 2番について６番の木許邦彦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）異議なしという発

言がありましたんで、これより 2 番について採決をいたしたいと思います。本案につい

て賛成の委員の挙手をお願いします。（挙手全員）挙手全員であります。よって本案は

原案のとおり承認することに決定をいたします。続きまして 5 条の 3 番について３番の

桑原慶吾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 3番を立証いたします。本件は所有権の移転です。調査は 2月 23 日に行い

ました。譲渡人は、佐伯市池船に在住の○○氏です。職業は無職です。譲受人は、同じ

く鶴見地松浦の○○氏 77 歳です。職業は無職です。申請地の位置は、鶴見地松浦の鶴見

振興局から市道を西に約 300ｍのところにあり、農振地域外の農地であり、農地の区分は

第 3 種に該当いたします。佐伯市鶴見大字地松浦字中村○○○○○、地目は畑、現況も

畑、地積は 234 ㎡です。転用の目的は、市内に在住する長女が同居することになり、現

在住んでいる自宅が手狭になったため譲渡人の農地を買い受けて、建坪 67.22 ㎡の平屋

建住宅を新築する予定であります。譲渡人と譲受人は、父親と次女の親子関係でありま

す。なお、この土地は平成 9 年に父親から次女に生前贈与されたものであります。工事

計画は、許可あり次第着工し、平成 27年 7 月中旬頃に完工の予定です。申請目的の実現

は確実でありまして、計画面積、位置は適当であります。排水については、公共下水を

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、西側は譲渡人所有

の農地です。北側は譲受人の住宅、南側は宅地になっており、何ら被害は予想されませ

ん。隣接地との境界については、すでにブロック塀で区画されております。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：5条の 3番について３番の桑原慶吾委員の方から立証が終わりました。本件について、質

疑、ご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

発言がございました。それでは 5 条の 3 番について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。よって本案は承認をすることに決定をいたし

ます。以上で３条、４条、5 条の審議が終わりました。４条につきましては１番と３番、

５条につきましては、１番、２番、３番、につきましては知事あて本委員会の意見を付

して進達をいたします。ここで 10 分間休憩をとりたいと思います。

（10 分休憩）

議 長：それではですね、その他の事項についてこれより審議をいたしたいと思います。最初に

農林課の方から、農用地利用集積計画（案）及び利用権の設定について、提案をお願いし

ます。

事 務 局 ：関連してその前に一つ。事務局です。今回ですね、利用権の設定ですね、２番の方、

中間管理機構の方で出ておりますが、○○○○○○○○○が新しく利用権設定という

ことで出てます。こちらはですね、農業生産法人のですね、要件を満たしております

ので、今回利用権の設定ですけども、これから３条とかですね、農地の所有権の移転

とかでは許可該当する団体になりますので報告だけ、説明させていただきます。以上

です。

農 林 課 ：皆さんこんにちは。農林課の安藤です。よろしくお願いします。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の掘り起こしと再設定につ

いて、とりまとめていただいたものを農用地利用集積計画（案）として作成しました

ので、審議をよろしくお願いしたいと思います。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につきましては 23 件となっております。お手元に配ってお

ります農用地利用集積計画（案）を御覧ください。表紙をめくっていただきまして、

一覧表がございます。契約期間ごとに合計を読み上げます。契約期間 1年は、1筆、526

㎡。契約期間 3年、10 筆、8,307 ㎡。契約期間 5年、7筆で 5,566 ㎡。契約期間 11 年、

5 筆、7,723 ㎡です。これらを合計しますと、23 筆、22,122 ㎡となっています。各詳

細につきましては、次のページ以降に掲載をしておりますので、ご確認をお願いした

いと思います。内容につきましては、農業経営基盤強化促進法第 18 条第 3項の要件を

満たしていると思われますので、審議のほどよろしくお願いします。

議 長：説明が終わりました。これについて、質疑、意見がありましたら出してください。ござ

いませんか。（なし、の声あり）はい、意見がないようにありますので、これより採決を

いたしたいと思います。農用地利用集積計画（案）及び利用権の設定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

原案のとおり承認することに決定をいたします。ありがとうございました。

農 林 課：利用権の設定の推進についてです。毎回定例会でお願いしております利用権の再設定並

びに新規の掘り起こしですが、今回の満期到来者につきましては、該当する委員の皆

様方にはリストを添付しておりますので、再設定の際はご指導のほどよろしくお願い

します。今回の書類の締切りですが、3 月の 20 日金曜日としております。農林課安藤

又は最寄りの各振興局の地域振興課まで提出をお願いしたいと思います。以上です。

議 長：続いて、農用地利用配分計画（案）について説明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。よろしくお願いいたします。

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。資料を一枚めくっていただいたページは、集計表になっており

ます。今月の案件は平成 27 年 5 月 1 日開始分になります。契約期間が 11 年で、5 筆、

面積は 7,723 ㎡となっております。詳細につきましては、3ページ目に記載をしており

ます。ご覧いただきたいと思います。借受者は、○○○○○○○○○○、代表理事、

○○○、土地所有者は○○さん他 3 名となっております。物件、内容、借地、期間は

このページに表示をされてるとおりであります。選定理由としましては、借受者の○

○○○○○○○○○は、水口地域内の担い手で、人・農地プランの中心的経営体とし

て位置づけられております。また○○さんと、○○さんにつきましては法人の構成員

で、集落営農の利用を目的とした機構への農地の貸付と言うようになっております。

簡単ですが、以上で説明を終わりますので、審議のほどよろしくお願いいたします。

議 長：説明が終わりました。農用地利用配分計画と言うことで、これについて質疑、意見があ



りましたら出してください。

32 番委員：ちょっと聞いていいですか。前半の説明の 11 年と全く一緒のことですよね。で、お金の

ところの借賃っていうのは、最初に説明、左の方が説明したのと全く一緒やから、そこに

は借賃のところが何もないんだけど、これは何かお金的なことはないんですか。

農 林 課 ：小作料につきましては、貸す方と出す方と双方で決めるということになっておりまし

て、今回についてはもうお金はいらないということで約束がされてるので、お金は一

切とらずに土地だけ貸すという形になっております。

議 長：他にありませんか。

27 番委員：下川係長、ちょっとお尋ねしますが、この水口っていうところは、7,700 ㎡ほどの広さ

が全体の 20％を超えるんですか。そこをお尋ねしたいんですが。

農 林 課 ：これだけの面積ではまだ超えておりません。水口地区だけで行くと 6ha あります。で、

その内のこれなので、まだ 2 割というものには達していません。まだ他の方の担い手

等が農地中間管理機構を通してやったときに 2 割以上になった時に、初めて地域集積

協力金が申請できるということになります。

27 番委員：ほんならこれの期限としては 27 年 5月 1日から向こう 10 年間（11 年間）か期限が設定

されとるけど、20%以上にならないと、初年度が何万、2年目が少なくなる、3年たったら

ほとんどなくなるっていうようなその制度にこれもなるんですか。それを利用するんでし

ょ。

農 林 課 ：そうです。制度としては農地中間管理機構を通してやりとりをするんですけど、お金

はですね、2割を超えれば、この前説明した金額のお金がもらえるようになる、2割以

下の時には地域集積協力金の交付申請ができませんので何もない状態と、ただ単に機

構を通した利用権設定であるというだけになります。

27 番委員：例えば、こんだけ延ばしとるけど 10 年経っても何にもならんちゅうことですね。

農 林 課 ：お金は出ないです。

27 番委員：そういう解釈でいいですね。

農 林 課 ：お金が出ないっていうことです。

27 番委員：はい、わかりました。



議 長：何か他に質疑がありましたら。はい、ないようにありますので、提案をされた案に賛成

をされる委員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

案は原案のとおりに承認することに決定をいたします。

農 林 課 ：ありがとうございました。

議 長：それでは事務局の方から、平成 26 年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価つ

いて、説明をお願いいたします。

事 務 局 ：それでは、平成 26 年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）及び平成

27 年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）についてご説明いたします。農業

委員会の適正な事務の遂行については、平成 21 年 1 月の農林水産省通知による、「農

業委員会の適正な事務実施について」に基づき、取り組みを行ってきております。そ

のなかで、毎年度、3月末までに、今年度の目標とその達成に向けた活動の点検・評価

（案）、及び、次年度の目標とその達成に向けた活動計画（案）を、ホームページ等に

より公表すること、となっております。つきましては、皆さまのお手もとにお配りし

ております、「平成 26 年度の点検・評価（案）」及び「平成 27 年度の活動計画（案）」

を、平成 27年 3 月 3日（火）から、3月 31 日（火）までの１ヶ月間、市のホームペー

ジ上にて公表します。そして、市民の方々の意見を募集し、寄せられた意見をとりま

とめ、４月の農業委員会において、点検評価（案）及び活動計画（案）を確定させた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。以上、事務局から報告します。よろ

しいですか。（はい、の声あり）

議 長：何か質問ありますか。なければですね、次の農地情報のインターネット公開について、

説明をお願いします。

事 務 局 ：それでは、農地情報のインターネット公開について、少し長くなりますので、座らせ

て説明させていただきたいと思います。これについては平成 26 年の 4月に改正農地法

により農業委員会が 1 筆ごとに農地に関する事項を記録した農地台帳及び地図を作成

し、公表することとされました。それにおいてですね、本年の 4 月 1 日から農地台帳

の公開、地図の公開ということで、インターネット上に公開されるようになりました。

それについて規定が、農地台帳点検等実施規程を作るようになっておりますので、一

応（案）として作っております。その順に添って説明していきたいと思いますのでよ

ろしくお願いします。

農地台帳点検等実施規程（案）第 1条から第 15 条まで説明。

途中で随時、請求様式、手数料条例の一部改正（案）、公開の内容等も説明。

以上で農地情報のインターネット公開についての説明をいたしました。これについて

まだ詳しいことを聞きたいという方がおられましたら、委員会の方にでも来ていただ

ければご説明いたしますのでよろしくお願いしたいと思います。



議 長：説明が終わりました。27 年 4 月からですね、このようなことで公開するようになりまし

たので。非常に事務局も大変忙しい事業をやっておるようにあります。公開に向けた準備

をですね、されておるようにあります。何か質問がありますか。なければ、後で十分見ら

れてですね、やってください。あと手数料条例、先ほど言いましたね。あと利用状況調査

の意向調査について、回収ですか。

事 務 局 ：それでは農地利用状況調査意向調査票の回収についてなんですが、もうない委員さん

もだいぶおるかと思いますが。お手元に配られております委員さんについてはですね、

提出の締切りが今月（先月）いっぱいにしておりました。まだ返ってきてない方が、

色をつけてるとこの方がまだ返ってきておりませんので、指導、回収の方をしていた

だきたいと思います。まあ3月 20日くらいまでに全部終わればいいかなあと思います。

今配っておりますが、後でまた郵送で返ってきたりする方がおるかと思いますので、

その方が返ってきた時にはですね、またその委員さんの方に連絡をしたいと思います

のでよろしくお願いしたいと思います。以上です。

議 長：それでは６番についてはそういうことで。次にですね、報告及び連絡事項について事務

局の方から。

事 務 局 ：報告及び連絡事項です。平成２７年度の佐伯市農業委員会の開催予定日について、皆

さんにお配りしてますので、この日程で 27 年度いきたいと思います。開催の日時につ

いてはですね、各行事の都合により変更する場合がありますので、その都度ご連絡い

たしたいと思いますので、よろしくお願いします。次に農地賃借料情報について、染

矢の方から。

事 務 局 ：佐伯市の農地賃借料情報、一枚紙でお配りしておりますが、こちらがですね、農地法

の改正、平成 21 年 6 月 24 日の施行の分でですね、ありまして、一応窓口の方に平成

22 年度から賃借料情報ということで掲示をしておりまして、金額の方を見直して、ま

た今回これ 27 年の 4月 1日から情報として掲示をしようと思っております。あくまで

も佐伯市の平成 26 年の 1 月 1 日から 12 月までに締結された、農林課が説明しており

ます利用権の設定で締結された分を参考にですね、データを集めて出した分になって

おりますので、これじゃなきゃいけないっていうことではありませんので、あくまで

佐伯市の今の状態をということで把握していただければと思います。こちらも 4 月 1

日から掲示をして、市報の方にも出す予定にしております。以上です。

議 長：このことについて何か御質問ありますか。賃借料の情報について。水稲ですね。よろし

いでしょうか。はい、じゃあ特にご意見もないようにありますので、次の件にお願いしま

す。

事 務 局 ：農業委員会の事務局職員の歓送迎会について（内容については省略）



事務局長：（あいさつ）

議 長：それでは送別会の方ですね、来月の先ほど言いましたように、4月 2日の委員会の後、予

定を入れておいてください。

事 務 局 ：出欠は議案書を送る時に、出欠確認は入れますので。

議 長：そういうことでしたいと思います。以上で今日の審議事項は終わりなんですが、ちょっ

と漏れた事項があるんですが。先ほど保留になりました案件ですね、これについて一応現

地調査ということでなりましたので、この方法をですね、ちょっと、どういうふうにした

らいいか、皆さん方の意見を聞きたいんですが。なかなか、全員で行くのがいいと思うん

ですが。何かご意見がありましたら。だいたい現地の方は全員、委員さんがわかってない

方もおられるんじゃないかと思うんで。

（地元の方にお任せします、の声）

27 番委員：地元の意見は今日の意見よ。現地、皆が行ったってどうげえするか。たまがるわ。バス

の周り場もねえし。あの 7地区から出とる協議会の委員が現地を見とるんでしょ。ほて今

日の意見を集約してから、次の委員会にこういう方向になりました、で報告して了解をも

らえばいいんじゃないですか。あんだけ意見が、各地区の委員から出てで。ワンスパンお

いてから委員会の結論じゃあって言うて、わしが決めて押し通すのは悪いけど。それもう

会長が諮ってから、わしどお地区のしは行かんで。

議 長：私も実はそういう風に思っとったんですが、一応やっぱり保留になった案件ですからね、

皆で見たのがいいかなあと思ったんですよ。まあ色々意見が出されたんでですね、よかっ

たかなあという風には思っております。

６番委員：行く希望者がおったら一緒に見に行けばいいじゃないですか。

議 長：ああ、そうしましょうかね。そしたら現地を確認しておきたいという方・・・。

27 番委員：今日帰りに、私と大川さんが案内します。宇目の方の人は高城トンネル通って帰った方

が早えきな。宇目、弥生、直川、本匠。

議 長：皆さん方、貴重な時間でありますのでね、もし・・。

27 番委員：偏った意見のしが現地で説明したら、他の方法のごと流るるきいけんのじゃねえん。

議 長：あの、ほいじゃあ今日ですね、帰りにご案内いただければ、一緒に現地を見ていただい

て、お願いしたいと思うんですが。



27 番委員：結論はいつ出すん。

議 長：結論ですか。現地調査のですか。今日意見が出たんでどうですかね。今日見ちょこうか

と思われれば。

36 番委員：農業委員会としてですね、農業委員として、飛び地で、県道から飛び地の土地をですね、

農振を抜くっていうこと自体がもともとはずれちょるんですからね、ああいう農地を皆さ

んが見らなくちゃいかんっていうこと自体がおかしいんですよ。

27 番委員：今抜くっていうところまでいっとらんのよな。

議 長：十分ですね、現地それから今日の意見を聞いてですね、だいたいの状況っていうのは十

分認識をされとると思うので。そしたらよろしいですかね、現地調査は。じゃあ現地はだ

いたいわかってますんでですね、よろしいでしょうかね。じゃあ、一応現地はだいたいわ

かってますのでね、よろしいでしょうかね。もし必要のある方があればですね、それぞれ

確認をいただきたいと思います。そういうことで決定をしたいと思います。

事務局長：それでは次回の開催日は、来月 4 月 2 日、木曜日午後 2 時から、この委員会室で、出席

をしていただきたいと思います。以上です。閉会の挨拶を、副会長お願いします。

37 番委員：今回、本当に難しい案件がありました。立証するにあたっては、事務局をはじめ、岩﨑

委員、その他多くの委員の方に助言をいただきました。これからがあれですけど、農業委

員としての職務を全うしたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。これで第

3回の農業委員会を終わります。

（１６時２０分閉会）


