
平成 27年第４回佐伯市農業委員会議事録

日 時： 平成２7年４月 2日（木曜日） 14時 00 分～ 15 時 30 分

場 所： 佐伯市役所 ６階 第２委員会室

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

5番 守田 権造 6番 木許 邦彦 7番 池田 幸利 8 番 後藤 彰

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

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

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

21 番 河野 弘光 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 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： 28番 小野 隆壽 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 副主幹 廣瀬 弘喜

農 林 課 ：総括主幹 下川 秀文 副主幹 安藤 博光 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 10 号 農地法第 3条の規定による許可申請について

議案第 11号 農地法第４条の規定による許可申請について

議案第 12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非農地証明について

④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

⑤平成 27年佐伯市農業委員会委員選挙人名簿登録者数について

報告及び連絡事項

・農業委員会事務局職員の歓送迎会について

事 務 局：開催時間になりましたけども、開始前に事務局から連絡と報告事項がありますのでお時

間をいただきたいと思います。今週の水曜日、4 月 1日付けで職員の人事異動がありまし

たので、異動による農業委員会事務局の職員の報告をさせていただきます。まず河野局長



が退職をしまして代わりに直川振興局市民サービス課から今山文生事務局長が着任しま

した。また天野補佐が用地管理課の国土調査係に異動になりまして、代わりに本匠振興局

市民サービス課より三浦秀一総括主幹が着任されました。廣瀬副主幹が高齢者福祉課の介

護認定係に異動になりまして、代わりに弥生振興局市民サービス課より佐脇うつみ主幹が

着任されました。3 名交代し、私、染矢と児玉が残った形になりますので、以上 5 名で業

務をさせていただくことになりましたので、よろしくお願いいたします。異動者の挨拶は、

夜懇親会がありますのでそちらでさせていただきたいと思いますので、省略させていただ

きたいと思います、以上で人事異動に関する報告を終わります。

それからもう一点、1月に農業委員会の活動記録簿の提出をお願いしていたと思います

が、今日持ってこられた方がいらっしゃいましたら休憩時間に出してください。よろしく

お願いいたします。うちの方で控えをとらせていただくようになるので、今からは農業委

員会があるときにお持ちいただいて、来た時に出してください。農業委員会が開催されて

る間にコピーをして帰りにお返しできればと思っておりますので、ご協力お願いいたしま

す。

それではただ今からはじめたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

事務局長：皆さんこんにちは。今山でございます。よろしくお願いします。それでは、ただ今から

平成 27年第 4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、28番小野委員

さん、32 番高司委員さんです。農業委員 37 名中本日の会議の出席者は 35 名です。よっ

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

分県知事許可案件につきましては、3 月 27 日付で許可となっておりますので、重ねて報

告します。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します。

議 長：それでは最初に議事録署名人を指名いたしたいと思います。議事録の署名を 22番の疋田

洋委員、23 番の谷川享宏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：議案の提案の前に 3条に 1件取下げがありましたので、農業委員さんにおかれましては、

渡された議案を見てもらいたいと思います。2 ページをお開きください。3 条の件数欄、

３が 2に訂正です。次に面積欄の 7,298 を 2,525 に訂正をお願いします。次に合計の欄、

件数が 10から 9に訂正をお願いします。次に面積欄の田の計の 9,678.93 を 4,905.93 に

訂正をお願いします。次に面積合計欄、9,992.40 を 5,219.40 に訂正をお願いします。次

に 3ページをお開きください。3条の 3が取下げになりましたので、その部分の削除をお

願いします。次に合計面積、一番下の真ん中にあると思うんですけど、7,298 を 2,525 に

訂正をお願いします。訂正は以上です。それでは、改めまして議案書の 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 2件、面積、田 2,525 ㎡、

畑はありません。計 2,525 ㎡です。次に農地法第 4 条、件数 3 件、面積、田 1,840 ㎡、

畑 46.47 ㎡、計 1,886.47 ㎡。次に農地法第 5 条、件数 4件、面積、田 540.93 ㎡、畑 267

㎡、計 807.93 ㎡。合計件数、9 件、面積、田 4,905.93 ㎡、畑 313.47 ㎡、計 5,219.4 ㎡

です。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 15番の松下芳久委員の方からお願いいたします。

15 番委員：15 番が 3 条の 1 番を立証いたします。本件は所有権の移転です。調査は 3 月 23 日に行

いました。申請農地の位置は、佐伯蒲江線を蒲江方向に向かい汐月橋を渡り約 100ｍの所

にある有限会社大間パイプ前を左折し 500ｍのところにあり、農振地域内の土地で登記地

目は田、現況も田です。申請農地は、佐伯市大字長良字江頭○○番で面積は 991 ㎡、及

び○○番○で 962 ㎡です。2 筆合計で 1,953 ㎡です。譲渡人は、佐伯市大字池田、○○氏、

79 歳です。譲受人は、佐伯市中の島区、○○氏、35 歳です。譲受人の家族状況は夫婦 2

人で、第 2種兼業農家になります。通作距離は約 8km で所要時間は 10分で耕作は可能で

す。農機具の所有状況は、軽トラック外、農作業に必要な農機具は保有していますが、

今後耕作を行うにあたり田植えや稲刈りは作業委託していくとのことです。農地取得後

は米を耕作します。取得後の耕作面積は、86.56ａで佐伯地域の下限面積 40ａ以上となり、

耕作すべき農地はすべて耕作します。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。よろしくご審議のほどお願いします。

議 長：3 条の 1 番について、15 番の松下芳久委員の方から立証がありました。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）なしということで

ございましたが、これより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。よって本件は原

案のとおり承認することに決定をいたしました。それでは続きまして 3 条の 2 番につい

て 11 番の岡田安代委員の方から立証をお願いいたします。

11 番委員：11番の岡田が立証します。第 3条の立証です。今回の案件は第 3条の 2で売買による所

有権の移転です。調査日は 3 月 26 日、申請人は佐伯市宇目塩見園の○○氏、84 歳、無職

です。譲受人は○○氏です。佐伯市宇目大字塩見園で農林業、72 歳です。場所は塩見園

長崩の○○○、田、572 ㎡。小作権はありません。耕作面積は、合わせて 77.04ａです。

地域の下限面積 40ａ以上の保有となります。農機具は必要なものはすべて揃っています。

トラクター、コンバイン、管理機、乾燥機、もみすり機。周囲は田んぼなので農業上の

支障は何も予想されませんのでよろしくお願いします。

議 長：3 条の 2 番について、11 番の岡田安代委員の方から立証が終わりました。本案ついて、



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

発言ですので、これより採決をいたしたいと思います。3 条の 2 番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。今回岡田委員が他の用件があり退席をいたしますので。

11 番委員：すみません。お先に失礼させていただきます。

議 長：それでは引き続いて農地法第 4 条の規定による許可申請について。1 番について、37 番

大川松壽委員の方から立証いたします。

37 番委員：37 番が 4 条の 1 番を立証します。本件は農地の転用です。調査月日は 3 月 27 日に行い

ました。申請人は、佐伯市蛇崎地区の○○氏、職業は農業です。申請農地の位置は、蛇

崎地区の佐伯新大橋を下ってから右折し、約 240ｍ行った右側にある農振地域外の農地で、

農地の区分は第 3 種で、都市計画区域「第二種中高層住居専用地域」に該当します。佐

伯市大字池田字下山ノ田○○番○、地目畑、現況は宅地、利用状況は駐車場、地積は 37

㎡、同じく同所○○番○、地目畑、現況は宅地、利用状況は駐車場、地積 9.47 ㎡です。

合計 46.47 ㎡です。転用の目的は、駐車場として利用していますが、無断転用のため始

末書が添付されています。工事計画は、平成 7 年にすでに工事は終わっており、現行ど

おり駐車場として活用するものです。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、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、周囲に農地はなく、何ら支障は予想されません。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：37 番の大川松壽委員の方から 4 条の 1 番についての立証が終わりました。大変失礼をい

たしました。図面が添付されておりますので、併せてご覧いただきたいと思います。こ

れより質疑、意見を求めたいと思います。（異議なし、の声あり）異議なしという発言

がございました。これより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）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 4条の 2番について 30番の河野一正

委員の方から立証をお願いいたします。

30 番委員：30 番委員が 4 条の 2 を立証します。本件は嵩上げの申請です。調査は平成 27 年 3 月 27

日に行いました。本件は申請地が低地に位置していることから、嵩上げをして畑として

活用したいとのことです。申請地は佐伯市弥生大字大坂本字宮田○○番地、登記地目は

田で、現況は田で、米を作っています。地積は 849 ㎡です。現在は水稲栽培をしていま

すが、今後は露地野菜を作付したいとのことです。工事計画は、許可あり次第に公共工

事の発生残土で平成 27 年 5 月 10 日より予定をしています。一部田と接しており他人所

有地ですが、申請人が水稲栽培をしています。水利組合の意見書が添付されています。

農地の区分は農振内の農用地です。被害防除については、転用することによる被害は特



段ありません。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審

議をよろしくお願いします。

議 長：4 条の 2 番について 30 番河野一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）異議なしという発言

がございました。それでは本案について採決をいたしたいと思います。本案に賛成の委

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。それでは次の案件にいきたいと思います。本

案については、先月の委員会において保留となった案件であります。それでは私の方か

ら、本件についてはだいたい、先月の委員会で審議をして、その結果保留ということで

なった案件であります。若干今までの経過について私の方から報告をいたしたいと思い

ます。申請地の利用状況、申請地の位置、用排水の状況、集落営農の実態の確認、地域

農業者の意見等も聞いたところであります。今までの経過を検証しますと、地元委員の

立証では、申請者において通常営農の中で畑作に転換するための農地の造成であれば問

題となる案件ではありませんけども、当農地は登記簿謄本を確認しますと、不動産の取

引を受けようとする会社の所有権移転とする仮登記がなされておりますが、当然農地で

ありますので農地法上の所有権の移転はできません。したがって農地からの転用は、条

件としております。登記簿にもそういうふうに記載をされています。当初農業振興地域

内の農用地のために、除外申請の手続きにかかりましたが、農振地域内、第 1 種農地の

うえに 10ha 以上ある農業団地の中ほどに位置する農地で、許可基準から見まして申請は

受理をされなかったということで転用については断念をし、今回の申請が出されたもの

であります。さらに申請地の周囲は約 34ha にも及ぶ優良農地の集団を形成しており、一

部には農業法人により精力的に集落営農を展開している地域であります。また同地域内

で営農に取り組んでおられます委員からは、当地域は 16 年前 6 億円程かけてパイプライ

ン、農道の整備等行い、地元負担も合わせて整備を行っております。佐伯市の中でも、

ここは一番の優良農地と自負されておられました。この地域は、計画では 60cm か 90cm

の嵩上げを計画しておるようにありますけれども、台風時には水位が上がり、そのくら

い上がっても何も役に立たない、何の作物もできないと。そういったところで少し経て

ば管理が行き届かない草場になることも危惧されております。地元委員の立証、あるい

は地元で営農されておられる委員の説明から、佐伯市として残さなければならない農地

ということで、今小麦を作られておりますけれども、まあ個人的な意見としてここは嵩

上げとかそういうことは反対して、米か、小麦等を作っていただきたいという意見が出

されております。現地を見た限り、農業委員会がこれを認めた場合、県に諮問をしても

恐らく拒否をされるだろうと、そういったことで佐伯市の農業委員会の価値はなくなる、

これでは絶対認められない位置にあるというようなご意見もありました。若干の経過を

申し上げましたが、こういったことを踏まえてですね、これから、まあ現地を確認され

た方もおられるかと思いますので、これを踏まえて意見を出していただければというふ

うに思っております。以上、この案件についての状況について説明をさせていただきま

した。それでは意見がありましたら、また質疑等もありましたら出していただきたいと

思います。その後現地を見られて感じたこととか、そういったご意見があれば。



６番委員：いいですか。

議 長：はい、木許さん。

６番委員：6番委員の木許です。先日ちょっと仲介してる方とお会いして話したんですけど、田を畑

にするんで必ず耕作できるんかと確認したらですね、それは絶対するということだった

んですよね。それで仮登記もついとって、仮登記の条件が 5 条許可ということだったも

のですから、5条はちょっと許可できんから本登記できないんじゃないかとも言ったんで

すけども、まあ所有者が売ってるらしいんですね、実際は。それで畑として絶対耕作す

るから、ということを言っておりました。仮登記してる人がですね。絶対作るから、絶

対荒らしませんということだったです。それなら農業委員として、田から畑にはあんま

り反対できないんかなという感触は私は受けました。

議 長：はい、他に。2番、山田委員。

２番委員：農振法第 8条、第 17 条の中にですね、農振地域内の土地は農用地以外には利用できない

ということをうたってるわけですね。で、農振地域内の転用については、米から畑にす

る場合、まあ米から樹園地にする場合、等々については、地区住民の意見をちゃんと聞

いてくださいよというのがあるんですよ。それでなおかつやりたいと、まああの、地区

の方がそういうのを申し出て強制的にやった場合、申立ての申告という反対のやつを出

されるような状態になってるんです。だから農振地域内っていうのはものすごく難しい

んで、宅地を建てるっていうのは農振地域外を選んでくださいよってちゃんとうたわれ

てるんで、そこはちゃんと線を引いた方がいいのかなというふうに私は思います。以上

です。

議 長：今の発言ではですね、農振地域内の農用地については、当然他の用途には利用できない

というように決められておりますのでですね、当然住宅とかですね、宅地にはできない

というふうに規定されておりますんで。まあこの件については、埋め立てて畑として利

用するということなんでですね。

２番委員：その場合は、地域の皆さんの、周りの人の意見を聞いて、いいですよって言われた時に

初めてできるんよな。だから、勝手には、今田んぼを作ってる中で畑にはっていうよう

な状態にはできません。

議 長：でですね、その団地の中の農業者の意見もですね、まあはっきりいいというような、悪

いとかいうようななにはなかったんですが、できればですね、先ほども報告したように、

経費もかけて整備もしておりますんで。

36 番委員：36番の五十川です。2月（3月）の農業委員会に地元の人が、4名程傍聴に来て、しかも



あれはどうなるんやろうかと心配してですね、そういうような経過というのは、今まで

私も十何年農業委員をしていますけど、傍聴に来たっていうのは初めてですけど、あれ

は地区の人が反対している証拠でですね、これを認めるわけにはいかんので、この際本

日はっきり拒否させるべきだと思います。

議 長：はい、2月（3月）の委員会には傍聴に見えられたんでですね、地元としてはあまり賛成

をしてないと。

27 番委員：27番の岩﨑ですが、今の木許委員さんの意見も、直接申請の代理人と会って、というこ

とですが、私はそこが、その人は以前そういうのを職業みたいにしてやってると思いま

す。それで誰が本当に作るんかと、水田から嵩上げをして畑にした時に。申請人は前回

も説明しましたが○○です。申請人になってるから私の方に来たんですが、農業をする

ような人ではないし、会長の経過報告の中にもありましたが、農振地域の除外で宅地に

するために、第 5 条で仮登記をしとるんですが、そのこと自体がもう無暴であったと思

うんです。田んぼのど真ん中にですね。今五十川委員も言いましたように、5名程、第 3

回の委員会に見えた方が、農事組合法人の一生懸命やっとる方たちがきて、流れを察し

て帰ったようにあります。それ以降農業委員としてそういう人とは一切接触はしており

ませんが、今日の委員会で、私は地区の水利組合長をしておるし、保全の管理の代表も

しとって、そういうところにたった 1 反の草ぼうぼうの土地ができるのは、ここの農地

を市の農業委員会が放棄してもいいですよという判断になるんじゃないかと、この 1 ヶ

月間思っております。以上です。

６番委員：私が農振地域の勉強不足でですね、米作りから畑にする場合、周りの同意がいるってい

うのを知らなかったものですから、それでは無理だと私も思います。山田委員の意見を

聞いて、田から畑にするのは無理だと私も考えます。

２番委員：いいですかね。もう農業委員会として却下したらどうですか。その後に、農業委員会の

決定に対して異議がある場合は、所有者が異議の申し立て、で今度は審査の再審を出す

ような順番になるんですよ。そこのところは事務局、調べとってください。そういう風

な状態になりますから、農業委員会としてはこの件については却下します。で異議があ

るときはしたらどうですか、と。私はそう思います。

27 番委員：すみません。私の方の地区の出来事なんですが、これもう 30 年間、土地を世話した人が、

これもう前回も言いましたが、この会社の専務と社長が、そういうとこで地区に迷惑か

けたら後々自分方の会社はそこに行って商売ができんごとなるじゃねえかと。そういう

ことで相当大喧嘩もしたそうです。でもその人は、専務がそんなのを聞かんで、○○○

○にまあやれと。○○○○○○に私が、そんな喧嘩を聞いちょるんかって聞いたら、い

や、そんなことがあったんか、知らんって 。そういう会社内にもいきさつがあってしと

るから、山田委員も五十川委員も、木許さんも本人と会って自分の判断も答弁されたの

で、ここで採決をしていただきたいと、地元の農業委員としてそのようにお願いしたい



と思います。

20 番委員：20番の山本です。現在この田んぼ、利用権の設定がされとるでしょ。だから現時点では、

少なくとも利用権の設定を解除されてもないし、これはもう無理じゃないんかな。いず

れ出るかしらんけど、この段階で利用権の設定がされとる訳やから、現段階では即却下

でいいと思います。

議 長：ちょっと補足で事務局の方から。

事 務 局 ：山本委員のおっしゃるとおりでして、利用権の設定がされてます。利用権の設定は来年

の 5月まで。委員さんのおっしゃるとおり、現時点では利用権の設定が合意解約されてな

いので、これいずれにしても現時点では却下になると思います。ただ合意解約された場合

はですね、今度利用権の障害がなくなってくるんですよ。そうなってくると再度また申請

ってことが考えられるという案件になろうかと思います。

33 番委員：あの、法的なことはどうかわかりませんけど、地元の方が反対しとるというようなこと

で、ただあの別に証明書書いてるわけじゃないし、反対という証書をもらっとった方が

いいんじゃないかと、私は思います。そうすれば、農業委員会は反対した、で途中で変

わった時が怖いんで。まあ失礼やけど。地元の反対が、書き物もらってますっていうこ

とが必要じゃないかなと思ったんです。

27 番委員：それはいらんと思う。農業委員会に諮っとる議案やあけな、農業委員会で審議して、37

人が否決すれば、それで議案として処理できると思います。地元が賛成とか反対とかな、

ペーパーもらったって、委員会に提案されてる、申請人から。そして審議しよるんじゃ

き、不備なところも多々あるし、3回から 4 回の委員会に繰越しの案件ですから、まあ私

が最後にと思って説明を皆さんに申し上げてるんで、できたら否決をお願いしたいとい

うのが、私の方のお願いです。

議 長：はい、だいたいですね、皆さん方のご意見も出たようにありますので、ここらで本件に

ついての採決をいたしたいと思いますけど、よろしゅうございますか。（はい、の声あ

り）はい、それでは、最初にですね、はっきり却下することについて賛成の委員の挙手

をお願いします。（挙手全員）はい、わかりました。全員です。

３番委員：却下じゃなくて不許可じゃないですか。

議 長：却下じゃなくて取下げに、却下でいいんかな。

事 務 局 ：不許可相当ですね。

議 長：はい、今事務局からの説明ですと、不許可ですね、不許可が相当であるということであ



ります。不許可にすることについて、もう一度挙手をお願いします。言葉は違いますけ

ど、そういうことで。わかりました。ありがとうございました。それでは、そういうこ

とで決定をいたします。それでは続けて審議をしたいと思います。続いて農地法第 5 条

の規定による許可申請について。1 番について 14 番の清水秀人委員の方から立証をお願

いします。

14 番委員：14 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 3 月 27 日に行いま

した。譲渡人は佐伯市大字戸穴、○○氏、96 歳。譲受人は、佐伯市上浦大字浅海井浦、

○○氏、54 歳。転用の目的は、店舗及び一般住宅です。申請地は、佐伯市海崎の大分信

用金庫海崎支店より南西へ 120ｍの場所に位置しています。申請地は、佐伯市大字戸穴字

首山○○番○、地目は田、現況は宅地になっております。面積は 6.93 ㎡です。無断転用

しており始末書が添付されています。農地の区分につきましては、農振地域外の農地で

第 3 種に該当します。排水については、申請人の宅地内で問題はありません。被害防除

については周囲に被害は全くありません。水利権もありません。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番について立証が終わりました。ここで本件について、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）はい、異議なしという発言がございました。そ

れでは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お

願いします。（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することに決定をいたします。続いて 2番について 22 番、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 2 番を立証します。本件は所有権の移転です。調査は 3 月 27 日に行いま

した。譲受人は、佐伯市鶴岡西町、○○氏、会社員。譲渡人は、大分市大字横尾、○○

さん、無職。申請農地の位置は、佐伯蒲江線堅田橋を渡り、東へ県道長良木立線約 800

ｍくらい行ったところ、南へ市道約 500ｍ行ったところ、右にある農振地域外で第 2種農

地に該当します。佐伯市大字堅田字小泥谷○○○、田、雑種地 297 ㎡。転用目的は、申

請人の○○氏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。排水については合併浄化槽を設置します。周囲については

コンクリート擁壁を設置し被害のないようにします。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：2 番について 22 番の疋田洋委員の方から立証が終わりました。これより質疑、意見を求

めたいと思います。（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

では採決に移りたいと思います。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）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。それでは続いて農地法第 5 条の 3 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 3 番を立証します。本件は所有権の移転です。調査は 3 月 24 日に行いまし

た。譲渡人は佐伯市大字稲垣の○○氏、年齢は 65歳、職業は自営業。譲受人は佐伯市本

匠大字小半の○○氏、年齢は 86 歳、職業は自営業です。申請農地の位置は、国道 217 号

線を鶴岡町から上岡駅方向に進み、信号機付き一本松交差点を右折、JR 日豊線の踏切を

渡り約 250ｍ先の右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○、地目は畑、現況も畑、地積は 267 ㎡です。転用の目的は、譲受人

が平屋建て住宅を新築します。工事計画は、6月1日から10月 20日迄に完工の予定です。

申請目的の実現性は確実で、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、西側と北側は宅地、南側は市道で、何ら被害は予想されません。大雨のため冠水

の恐れがあるので 1ｍ程嵩上げし、隣地との境界についてはコンクリート擁壁を施工しま

す。水利権は、小田井堰の同意を得ています。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：農地法第 5条の規定による許可申請の第 3番について、6 番の木許委員の方から立証が終

わりました。本案について質疑、意見を求めます。（異議なし、の声あり）異議なしの

発言がございました。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）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。それでは続きまして、農地法第 5条の規定による 4 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：はい、お疲れでございます。4 番が 5 条の 4 番を立証いたします。本件は所有権の移転で

す。調査は 3月 25 日に行いました。譲受人は、佐伯市鶴岡町、○○氏、35歳、職業は会

社員です。譲渡人は、佐伯市鶴岡町、○○氏、68 歳、職業は同じく会社員です。申請農

地の位置は、枡形地区の料理仕出し、味の白鷺から西に 15ｍのところにある農振地域外

の農地で、農地の区分は第 3 種、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 159 ㎡、外 1 筆、合計 2 筆 237 ㎡です。転用の目的は、譲

受人が住宅を新築するためです。工事計画は許可あり次第着工し、平成 27 年 10 月末完

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浄化槽を設置いたします。被害防除については、隣接地との境界は

コンクリート擁壁を設置し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。

以上です。

議 長：農地法第 5条の規定による許可申請の第 4号について、4 番の高野公博委員の方から立証

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ので、本案について採決をいたした

いと思います。本案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。ありが



とうございました。ここで一旦休憩をいたしたいと思います。

（５分休憩）

議 長：再開したいと思います。着席をお願いいたします。

議 長：再開いたします。農林課の方の職員の異動があったということで、紹介いたしたいと思

います。

農 林 課 ： こんにちは。農林課、安藤といいます。この 4 月 1日の異動でですね、係のものも若干

変わっておるんですけど、今回この、農用地利用集積計画の関係の担当につきましては

私からこの中村、上浦出身なんですが、の方と変わりますので、来月からはこの中村の

方からこの計画についての説明をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。それでは、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、審議の方をよろしくお願いします。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につきましては 21 件となっております。こちら農用

地利用集積計画（案）を御覧いただきたいと思います。表紙をめくっていただきまして

一覧表をご覧ください。契約期間ごとに合計を読み上げます。契約期間 3 年は、8 筆、

6,436 ㎡。契約期間 5年、4 筆、4,063 ㎡。契約期間 10 年、1筆で 1,329 ㎡。契約期間

11 年、8筆、11,421 ㎡です。合計、21筆、23,249 ㎡であります。各契約の詳細につき

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 項の各要件を満たして

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。

会 長：説明が終わりました。本件について質疑、意見がありましたら出してください。（なし、

の声あり）はい、異議なしという発言がございましたので、これより採決をいたしたいと

思います。本計画（案）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。

続いて農用地の利用配分計画（案）の意見聴取ということでお願いいたします。

農 林 課：すいません。利用権の設定の推進についてのお願いを毎回定例会でお願いしております。

今回も利用権の再設定並びに新規の掘り起こしをお願いします。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お渡ししておりますので、再設定の際はご指

導の方よろしくお願いします。今回の書類の締切りですが、4 月の 20 日月曜日としてお

ります。農林課又は最寄りの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：それでは、農用地利用配分計画（案）の意見聴取ということで。



農 林 課：それでは農用地利用配分計画（案）について説明をさせていただきます。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。皆様のお手元に農用地利用配分計画と

いうことで、3 枚綴りの資料を配布させていただいておりますので、これに添って説明

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 6 月 1日開始分となります。契約期間が 11年が 8 筆、面

積は 11,421 ㎡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

すのでご覧いただきたいと思います。№１から№６の借受者につきましては、○○○○

○○○○○○、代表理事、○○○、土地所有者は○○さん他 2名となっております。物

件、内容、借地、期間につきましては表示をされてるとおりであります。選定理由につ

きましては、借受者の○○○○○○○○○○は、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。次に№７から№８の借受者でございます

が、○○○○○○、代表取締役、○○○○、土地所有者は○○さん他 1名となっており

ます。物件、内容、借地、期間につきましては表示をされてるとおりであります。選定

理由につきましては、一つは借受者の○○○○○○は地域内の担い手で、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○○さんにつきましては○○○

○○○の役員で、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、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

会 長：説明が終わりました。本委員会の意見を付すということになっておりますので、ご意見

がある方はお願いいたします。

27 番委員：お尋ねしますが、これくらいの面積で、委員が了解ということを決めて効力があるんで

すか。そこのところをお尋ねしたいんですが。

農 林 課 ：○○○○○○につきましてもそうですし、 他の法人についてもそうなんですけど、双

方で協議が整った分、その都度審議をしていただくということで、契約が整った都度

かけてということになっております。

27 番委員：前回も質問したけど、これが全体の面積の 20％に達しない場合は無効っていうか失効っ

ていうことになるんですか。

農 林 課 ：20％というのは、あくまで地域集積協力金をもらうための条件が 20％。

27 番委員：その金が出らな、こんなことしたって何もならんじゃあ。

農 林 課 ：あくまでこれを目的にということが一つにはあるんですけど、基本的には担い手の方々

に中間管理機構を通して集積をしていくというのが大きな目的です。それを推進するため

の一つの施策として、地域の人が協力をして集積をした場合には、20％以上の時には、1

反 2万円出しますよということになっております。



27 番委員：例えばでお尋ねしますが、私の方になる農事組合法人が約 13ha の農地を、ここ 6 年ぐら

いの間に、よう作らない農家から預かっております。この頃堅田の方に土地を求めてお

けばいいわあということで、出稼ぎ農家っていうんか、通勤農家っていうんか、そうい

う人たちが、もうよう行かんごとなった、組合長さん誰か作ってくれんかって言って、1

反 3 畝くらいで狭いし、そんなんを農事組合法人の方に作らんかってまわされるんです

か。農事組合もよだきがるんやけどな。

農 林 課 ：それは相談をすることは可能と思います。あとは双方で話をした時に、農事組合法人の

方がそこまでいくと、どうしても飛び地になったりとかで、耕作をする上で効率が悪いと

かいうことで、ちょっとそこまでは行けんなあということであれば契約は成立しないと思

うんですけど。

27 番委員：それは同じパイプラインで繋がってる地域ですから、その周辺にもよう作らない家のを

借りて作っておるからいいんですが、今までよそから来た人が一生懸命やっとったんが、

この頃放棄っていうか、作り手を捜しておるんですが、まあ土地が堤防の下とか、幅が

狭いとか、そんなのを無理矢理に押しつけんといけんようになるですね。

農 林 課：無理に押しつけることはないと思います。あくまで双方がやった中で・・。

27 番委員：耕作放棄地が出てくるじゃあ。いいとこだけ食うてから、悪いとこは食わんなんかいう

そげな事業は進められんで。

農 林 課 ：そこは地域の話し合いになると思います。話し合いをした中で、それも含めて一緒に借

りましょうということになれば、それを含めて契約ということはできると思うんですよ。

27 番委員：安藤さん変わるけど、どうかこの事業は芯がねえ、バックボーンがねえっていうんか、

米の小作料にしたって統一はようせんし、同じ地区内で。ここに○○○○さんがおるが、

ここの人と岸河内、私の農業委員の判定の範囲ですが、反当に 30ｋ、切畑の方、門田っ

ていうんか、あっこ作るのに○○○さんが 60ｋも出す。米は岸河内の方が取れるかもわ

からん、もうちょっと中心的にそういう地域はなんぼの値段にと。一つの基本姿勢でや

ってもらわんと。よう作らんから、本人は岸河内から下城まで下がっちょるんやけど、

もう全然よう作らんからなんぼでもいいわっというあれでやっとる。そしてまあ 30ｋ、

ようけもらえたんがいいと思うんやけど。もっと違う姿勢を持とうえ。農家を推進して

いくあれなら。これお願いも兼ねて質問じゃあ。よろしくお願いします。

農 林 課 ：小作料の統一の件になるんですけど、これにつきましては、うちというより農業委員会

の中で基本的には動くようになっております。というのがですね、平成 20年、21 年の時

に農地法が改正されまして農地法の第 20 条が削除されてます。その時までは標準小作料

というのを農業委員会で定めて公表するような形になってたんですけど、一応 20 年で、



法改正で終わってます。その後については農業委員会が一応情報提供するという形で農林

水産省の方から通達を受けて、毎年年 1回この場で農業委員会の方で提案をして定めて情

報提供をしてるようになってます。先月だったと思いますが、小作料の情報提供について

はこれでいいですかというような形でかけてるかと思います。今そういう形での動きとい

うことになっております。

27 番委員：はい、わかりました。

議 長：他にありませんか。質問、意見とかありませんか。（なし、の声あり）それでは、他に

意見もないようにありますので、本案について承認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。よって本案は承認することに決定をいたします。

続きまして非農地証明について。

事 務 局 ：非農地証明 1番について説明いたします。現地調査は 2 月 23 日に 16 番の杉谷委員と事

務局 2名で行いました。申請農地の位置は、佐伯市米水津浦代浦にあります、天満神社か

ら北へ山沿いに 100ｍ程行った山間部にあります。佐伯市米水津浦代浦字宮ノ奥○○○番、

地目畑、地積 712 ㎡、同じく浦代浦字宮ノ奥向イ○○○番、地目畑、地積 661 ㎡。所有者

は、佐伯市米水津大字浦代浦の○○氏です。耕作放棄された年月日は、平成元年頃で約

26 年程経過しております。現状は原野となってます。耕作放棄された理由は、相続によ

り取得した農地であり、本人は農業従事者ではなかったことから放置したものです。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。これについて地元委員であります 16 番の杉谷委員の

方から補足説明があれば。

16 番委員：ただ今の事務局からの説明どおりで、別にありません。

議 長：それではこれより質疑、意見を求めたいと思います。ございませんか。（異議なし、の

声あり）異議なしということでありますんで、採決をいたしたいと思います。非農地証明

願の 1号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 号については承認することに決定をいたします。続いて 2号について、事務

局、説明をお願いいたします。

事 務 局 ：非農地証明 2番について説明いたします。現地調査は 11月 11 日に 2番の山田委員と事

務局 2名で行いました。これは農地利用状況調査の際、大入島を調査した調査日で、調査

日が 11月 11 日となっています。申請農地の位置は日向泊公民館より東へ約 60ｍ行き左

折し、北へ山沿いに約 240ｍ程行った山間部にある、佐伯市大字日向泊字庵ノ奥○○○番、

地目畑、地積 23㎡、所有者は佐伯市大字日向泊浦、○○氏です。耕作放棄された年月日



は、昭和 53 年頃で約 44年程経過しており、現状は山林となっています。耕作放棄された

理由は、申請地は面積も小さく山間部に位置しており、耕作に不便なことから放置したも

のです。今後は現状のままで放置する予定ですが、地区の要望で防災倉庫を建設するかも

しれません。非農地証明発行基準要領の第 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：事務局の説明が終わりました。地元委員であります 2 番の山田委員の方から補足説明が

ありました。

２番委員：今説明したとおりなんですけれども、その右手には里道がありまして、その左側になる

んですけれども、もう足の踏み場もないような状態でございますんで、皆様よろしくお願

いしたいと思います。

議 長：以上で説明が終わりました。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ので、本案について採決をい

たしたいと思います。本案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。以上

で、本日提案された案件については終わりです。

事 務 局 ：④、⑤につきましてよろしいですか。

議 長：失礼しました。④の平成 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、事務局からの説明

をお願いします。

事 務 局 ：昨日 4月 1日に農業委員会事務局に着任いたしました三浦といいます。どうぞよろしく

お願いいたします。それではお手元のクリップでとめてあります平成 26 年度の目標及び

その達成に向けた活動の点検・評価をご覧ください。その裏には平成 27 年度の目標及び

その達成に向けた活動計画（案）というのがついておりますので、合わせてご覧いただき

たいと思います。先月の農業委員会にて説明いたしましたが、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、3 月 3 日から 3月 31 日までの間に佐伯市のホームページ上で

公開をいたしまして、広く意見を求めたところ、寄せられた意見はございませんでした。

農業委員さんにおかれましては、何かご意見、お気づきの点等はございませんでしょう

か。（ありません、の声あり）よろしいでしょうか。（はい、の声あり）それではお気

づきの点等がないようにありますのでご承認されたものとして決定をさせていただき

たいと思いますのでよろしくお願いいたします。なお、決定版を佐伯市ホームページの、

市政ガイドのパブリックコメントの欄に今後掲載をする予定ですので、合わせてご紹介

をいたします。続きまして⑤番を説明してよろしいでしょうか。



議 長：はいどうぞ。

事 務 局 ：お手元にお配りした資料の一番最後にあると思うんですが、佐伯市農業委員会委員選挙

人名簿の登録者数についてご説明をいたします。1月に農家の方々から提出していただい

た申請書に基づき、選挙管理委員会で事務的な流れを経まして、先月の 3 月 31 日に確定

をいたしました。前年の確定数が 3，245 人で、今年の確定数が資料のとおり、男性が 1,586

人、女性が 1,250 人、計 2,836 人となっております。年々減少の傾向となっております。

以上報告を終わります。

議 長：今の選挙人名簿の関係について、今ですね、ご承知のように国会で農業委員会等に関す

る法律の審議がされております。近く法律として成立する見込みであります。これにつ

いて、あと取扱いなんですが、農業委員会に関する経過措置ということで、いわゆる公

布日以後に選挙のある委員会は、もう選挙は行わないと。そのまま委員が、次の統一の

選挙まではその委員がいくということでなっております。それから農業委員名簿につい

てもですね、来年以降ですね、今までずっと毎年 1月 10 日で調製しておりました選挙人

名簿もですね、一応名簿は来年以降は調製しないという風に決定をしております。そう

いったことで通知がありましたので。この前の農業会議の会議の中でそういった報告が

ありましたので報告しておきたいと思います。私の方からは以上ですが、4 番の報告及び

連絡事項について、いいですか。

事 務 局 ：農業委員会事務局職員の歓送迎会についてです。先般お知らせしましたとおり、本日 18

時からひょうたん小路で執り行いたいと思いますので、ご出席予定の委員の皆様はよろし

くお願いいたします。以上です。

事 務 局 ：会長、さっきの 4条の 3番のことはよろしいですか。委員さんに説明させていただいて

よろしいですか。

議 長：先ほどの県への報告でしょ、諮問する。

事 務 局 ：ええ。よろしいですかね、説明。

議 長：いいんじゃないかなあ。

事 務 局 ：はい。

事務局長：皆さんご苦労様です。次回の開催日は 5 月 1 日の金曜日、午後 2 時からここの場所、市

役所 6階第 2委員会室で開催します。よろしくお願いします。それでは閉会の挨拶を副会

長にお願いいたします。



37 番委員：これで第４回の委員会を終了いたします。先月保留になっていた案件が今日一応決着を

みましたので、立証者としては安堵しております。とりあえず安堵しております。今日ま

た 18 時から歓送迎会がありますのでよろしくお願いいたします。以上です。

（１5時 3０分閉会）


