
平成 27 年第６回佐伯市農業委員会議事録

日 時： 平成２7年６月３日（水曜日） 14 時 00 分～ 16 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 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 10 番 白田 一男

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 20 番 山本 重夫 21 番 河野 弘光

24 番 山口 勝廣 25 番 藤原 安政 26 番 矢野 弥平 27 番 岩﨑 邑次

28 番 小野 隆壽 29 番 畠野 巌 30 番 河野 一正 31 番 河野 俊雄

32 番 高司 富博 33 番 吉良 勝彦 34 番 三又 勝弘 35 番 大友 安正

36 番 五十川 覺 37 番 大川 松壽

欠席委員： 3番 桑原 慶吾 9番 矢野 誠一 11 番 岡田 安代 12 番 津田 幸喜

19 番 三原 眞喜夫 22 番 疋田 洋 23 番 谷川 享宏

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 ：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 16 号 農地法第 3条の規定による許可申請について

議案第 17 号 農地法第４条の規定による許可申請について

議案第 18 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非農地証明願いについて

報告及び連絡事項

(1)平成 26 年度農業者年金加入者目標達成による年金協議会からの表彰について

(2)「全国農業新聞前期普及強調月間」の取り組みについて

(3)平成 27 年度佐伯市農業委員会県外研修について

(4)平成 27 年度第 9回佐伯市農業委員会の日程について

事務局長：皆さんこんにちは。お忙しい中ありがとうございます。まず農業委員会の前にですね、

前回の第 5 回の農業委員会で委員さんの方から要望がありました件について説明したい



と思います。内容としましては、農業委員さんの現地調査聞き取り時に、申請内容を尋

ねてもわからないとか言ってですね、申請者の人が説明不足であるということで、委員

さんの方からご指摘がありました。そのことについて農業委員会の事務局でですね、今

回の案件から各農業委員さんに送付する文書ですね、その中に立証案件の立証の概要と

申請内容に詳しい方の連絡先をですね、聞き取りして書き加えました。そういう風に今

回からしましたので報告したいと思います。また不都合な点がありましたら事務局に言

ってもらいたいと思います。それでは定刻になりましたので、ただ今から平成 27 年第 6

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、3 番の桑原慶吾委員さん、9

番の矢野誠一委員さん、11 番の岡田安代委員さん、12 番の津田幸喜委員さん、19 番の三

原眞喜夫委員さん、22 番の疋田洋委員さん、23 番の谷川享宏委員さんの 7名です。農業

委員 37 名中本日の会議の出席者は 30 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、5

月 27日付で許可となっておりますので報告します。それでは会長、挨拶をお願いします。

会 長：（あいさつ）

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

行をお願いします。

議 長：それでは議事に入りたいと思います。その前に本日の議事録署名人を指名いたしたいと

思います。26 番の矢野弥平委員、27 番の岩﨑邑次委員、よろしくお願いします。それで

は、事務局の方から説明をお願いいたします。

事務局長：それでは議案書の 2ページをお開きください。農地法第 3条、件数が 4 件です。田 10,429

㎡、畑 1,573 ㎡。面積が計で 12,002 ㎡です。農地法第 4条、件数が 2 件で、田 1,690 ㎡、

畑 194 ㎡、面積が計で 1,884 ㎡です。農地法第 5 条、件数が 4 件です。田 1,213 ㎡、畑

1,744 ㎡、面積、計 2,957 ㎡。合計件数、10 件で、田 13,332 ㎡、畑 3,511 ㎡、面積が計

で 16,843 ㎡。以上提案いたします。

議 長：それでは第 16 号議案の農地法第 3 条の規定による許可申請書について、1 番につきまし

て、15 番の松下芳久委員の方から、4 番も松下委員の方から立証していただくようにな

っております。引き続いてよろしくお願いいたします。

15 番委員：それでは 15 番が 3 条の 1 番を立証します。本件は所有権の移転です。調査は 5 月 23 日

に行いました。申請農地の位置は、県道佐伯弥生線、219 号を佐伯鶴岡高校より坂の浦方

向に 400ｍ行って左折し 150ｍのところにあり、農振地域外の土地で、登記地目は畑、現

況は荒地です。申請農地は、佐伯市大字鶴望字ヲジ丸○○番、地積は 386 ㎡、外 6 筆で

合計 1,573 ㎡です。譲渡人は、大分市明野西、○○氏、83 歳です。譲受人は、佐伯市中

村北町、○○氏、69 歳です。譲受人の家族状況は夫婦二人で、専業農家になります。通

作距離は約 3km で所要時間は 15分で耕作は可能です。農機具の所有状況は、耕運機 2台、



脱穀機 1 台、田植機 1 台、乾燥機 1 台、運搬車 2 台を所有しています。農地取得後は野

菜類を耕作します。取得後の耕作面積は、109.49ａ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。よろしくご審議の程お願いいたします。

議 長：1 番について 15 番の松下芳久委員から立証が終わりました。これより質疑、意見を求め

ます。質疑のある方は挙手をお願いします。（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

のとおり許可をすることに決定をいたします。それでは続いて 4 番について立証をお願

いいたします。

15 番委員： 15 番が 3条の 4 番を立証します。本件は所有権の移転です。調査は 5 月 25 日に行いま

した。申請農地の位置は、国道 10 号線を宮崎方向に向かい、609 号県道上爪清見園線に

右折し、宇目方向に向かい宇目なかよしトンネルを抜けて約 300ｍ行った左側にあり、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、佐伯市宇目大字塩見園

字園○○番○、地積は 930 ㎡、外 3 筆合計で 4,624 ㎡です。譲渡人は、佐伯市宇目大字

塩見園、○○氏、67 歳です。譲受人は、佐伯市中の島、○○氏、44 歳です。譲受人の家

族状況は 1 人です。本件は○○氏が病気のため今後農作業が困難であるので、無償譲渡

による所有権の移転で双方とも了解しています。譲受人は今回初めて農地を所有する新

規営農者ですので、営農計画書及び誓約書を提出しています。農地取得後は第 2 種兼業

農家になります。通作距離は約 50km で所要時間は 60 分で耕作は可能です。農機具の所

有状況は、田植機 1 台、コンバイン 1 台、散粉機 1 台、乾燥機 1 台、軽トラック 1 台を

所有しています。耕作は１人で行います。農地取得後は米を耕作します。取得後の耕作

面積は、46.24ａで宇目地域の下限面積 40ａ以上となり、耕作すべき農地はすべて耕作し

ます。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。

よろしくご審議の程お願いいたします。

議 長：4 番につきまして 15 番の松下芳久委員の方からの立証が終わりました。本件ついて、意

見、質疑がございましたら出してください。

27 番委員：27 番の岩﨑です。松下さんが宇目まで行って現地見たと思いますが、ずっと 1年半ぐら

い前にも、長島の建設省の近所におる人が宇目でなずびを作る、実践大で勉強したとか

言って、すったもんだ、なすび作り行ったって採算がとれるんか、なすびは昼日中採っ

たってつまらんのやが、ってだいぶ委員会でもめたあれがあるんですが、その人まだ行

きよるんかどうかですね、実践大に行くのにお金補助してもらって、あれしたという。

今回もこの人何歳くらいですか。



15 番委員：44 歳。

27 番委員：無償でもろうたって何かこう、委員会が認めていいんか、納得がいかんことが多いがな、

この話は。事務局、受付の時、どういうあれを受けちょるんか。 そりゃもう会長の方が

指名するんじゃろうけど、事務局に聞いてみてください。

議 長：はい、今の岩﨑委員の質問に対して答えてください。

事 務 局：ご本人さんが申請に見えられまして話を聞きまして、実際に農業の米作りの方は仕事を

しながら勉強させていただいたということで、距離的なことはどうなのかということもも

ちろん確認させていただきましたけれども、それは特に問題ないということでですね。ま

あ今農業の方をどちらかというと力を入れてやりたいということでですね、おっしゃって

おりました。現地も 5 月 27 日に確認に行っております。たまたま行ったら譲渡人の方が

いらっしゃいまして、まあ譲り渡すまでは自分の責任やからと言ってですね、田起こしと

いうか機械をつかってやっておりました。万全の状態を期して渡すということで、おっし

ゃっておりました。

27 番委員：30kg が何万円する米を作るんかしらんけど、これは。全然採算も何もあったもんじゃね

えと私は思うんですが。こういうのが農業委員会に議案として出てくること自体がおか

しいと思うやけん。○○さんという人は、昔から宇目にもいたと記憶してるんですけど、

そちらの出身ですか。

事 務 局：ちょっと待ってください。

27 番委員：戸籍謄本か何か出ちょんのやねえんか。住民票か。そげえ調べんでもいいわ。どうせ認

めないけんのやろうけん。

事 務 局：いただいてる住民票は、前住所が違うとこになってます。

27 番委員：前住所だけじゃな。わかりました。ちょっとこれくらいの面積で 44 歳で米作りって言っ

たってお茶の 1 本も飲めんと思うんですが。他の人の意見があったら聞いてみてくださ

い。

議 長：他に何か。はい、どうぞ。

２番委員：今私の知り合いでですね、3名、佐伯在住の方が、宇目で、宇目、直川、それから下直見

か、あそこで 3 人作ってます。で、かなり面積もずっと広げていってる中でやってるん

で、私は別に本人のやる気があれば、これはもう双方の問題ですんで、納得すればいい

んじゃないかなという風に思います。今、１町ほどやってる方も、最初は４反から始め



て１町まで広げた人もいますんでね、本人のやる気があって双方納得した譲渡であれば、

別に問題ないんかなと、法規に全然触れてないんで、私はそう思います。

議 長：なかなかですね、色々な意見があろうかと思うんですが。他、何かご意見ありますかね。

（異議なし、の声あり）いいですか。異議なしという声ですが。ここらで採決をとりたい

と思います。それでは本件について賛成の委員の挙手をお願いいたします。（挙手多数）

はい、挙手多数です。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２番にいきたいと思います。8番、後藤彰委員の方から立証をお願いします。

８番委員：８番委員が 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。調査月日は

27 年 6 月 2 日に行いました。申請農地の位置は、県道佐伯蒲江線の青山トンネルから南

方向 50ｍくらいと約 300ｍくらいのところにある川井地区内にありまして、農振農用地

と農用地区外の土地であります。佐伯市大字青山字川井○○番○、地目は田、現況も田、

地積 1,514 ㎡です。それともう 1 筆は、佐伯市大字青山字大通り○○番○、地目は田、

現況も田、地積は 178 ㎡です。譲渡人は佐伯市大字木立、○○氏、93 歳無職です。譲受

人は佐伯市大字青山、○○氏、農業です。譲受人の家族状況は、本人と父、母の 3 人家

族です。本人は年間 300 日、父は 100 日、母は 200 日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 5 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、耕耘機、田植機、管理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、今回取得後を含めて、128.16ａで下限面積 40ａ以上を保有して

おります。耕作すべき農地のうち、一部に不耕作地があります。譲受人が現に所有して

いる佐伯市大字青山字川井○○番○、地目は田、現況は建物があり地積は 193 ㎡です。

その建物には南側に庇があり面積は約 70 ㎡あり、床はコンクリ舗装をしております。隣

接する○○番○、地目は田、現況はブルーベリー植栽、地積 482 ㎡。農用地に越境した

形で庇が張り出しております。建物と庇が一体のものであるなら 200 ㎡を超えます。こ

れは問題だと思います。庇は建物の部材に接続し強度を保っていますが、もし別物と考

えるならコンクリ舗装している約 70 ㎡の土地は無断転用にあたります。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。次に 3 条の許可

基準が次に示す①から④にすべて適合する必要があります。①は取得農地を含むすべて

の耕作、②は取得後の農作業に常時従事する、③は最低経営規模以上の農地を保有する

こと、④は効率的に利用すること、この案件は現所有地が①に抵触します。不許可相当

と思います。よろしくご審議をお願いします。以上です。

議 長：はい、立証が終わりました。ただ今の立証の中で説明がありましたけども、これについ

て意見、質疑がありましたら出してください。はい。

27 番委員：この○○さんっていう人は、私が市役所あがりですが、建設課におる時に、県道蒲江佐

伯線が家の真ん中をぶち切っていって、行き場がなくて最終的に木立に行った方と私は

判断しております。青山でもだいぶ土地を持っとったんですが。本論は、後藤委員が説



明した許可基準の①から②③④に該当しないということで、立証人が不許可でというこ

とならあれで、そして別の地番について 70 ㎡くらいで庇があると、庇っていうのは建築

基準法では面積の中には入りません。コンクリート事業等で固めて、柱が建っておって

もそこが吹き抜けであれば、面積の中には、窓とかそんなのがなければですね、私が勉

強しよった時の建築基準法は、面積の中に入りません。3 階建てで屋根だけあって、そし

て全部吹き抜けやったらそれは面積の中に入らないとか色々ありますが、ちょっとこの

問題は、出ちょる 2 筆の分についてはいいけど、他の方に触れて、そこから先にクリア

して、○○○○さん、この人がそれを経てその次にこれを申請せんと、後藤委員も地区

の委員として納得がいかんというような説明のごと、今私とったんですが、そこを会長

まとめてみてください。

議 長：今の岩﨑委員の質問ですが、後藤委員の方から補足、説明があれば。

８番委員：まず許可基準のですね、皆さんご存じのとおりじゃと思うんですが、取得農地を含むす

べての農地を耕作していますかっていうのがちょっと抵触するということなんですが、

私も過去、農地パトロールってちゅうか、何回か赤のマーキングをつけて事務局に提出

をしております。で、検討していただいたんか、どこまで進んでるんかっていうのは私

の方にはフィードバックがないもんですから、今全然わからない状態ですんで、それは

事務局から説明をしていただいて欲しいです。その中でやぱり、農地を拡大しますよっ

ていう意欲があって、立派なことではあるんですけれども、今まで持っちょる農地はよ

り耕作しやすい形でするんがベターじゃと考えておりますんで、それを早く、何らかの

形で解決していただいて、その後もう一回出してもらや、次は許可になるんじゃないか

と自分では考えております。以上です。

議 長：はい。

27 番委員：これの件は今立証人の後藤さんが説明したように、前段を解決して、立証人が不許可に

お願いしますって言うんやけ、どうでしょうかっていう、会長も採決できんと思うんで

すが。不許可っていうことになると次回出てくるんが難しくなってくると思うんで。も

う 1 ヶ月先に送るとかいうような方法でせんと、立証人も、不許可にしてくだいってい

う立証は初めてや。農業委員もそんなに長うねえけんど。あれやったら、ちょっと、私

から言うのもあれですが、副会長が身内になるようにあるんで、副会長の意見もあれや

ったら参考に聞いてみてください。

議 長：副会長の方から。

副 会 長：この○○さんっていうんですけど、親父さんから 1年くらい前ですかね、全部農地を、

全部か一部かわからないんですけど、農地を移譲されまして、後継者として農業をやって

おります。今問題になってる倉庫のところが、○○さんの名義になってるかどうかってい

うのはちょっとわからないんですけど、そこらの確認をしてですね、やってみたらいいか



と思います。

32 番委員：まずもとからちょっとおかしいんじゃないかと思うんですが、ここの席にこの議案が出

てきて、そのようなことをおっしゃるのを事務局が認めたのもおかしいんじゃないかと

思うんだけど、受け付けた段階から調べてみて、これはおかしいぞと、これはやっぱお

かしいから直さないけんぞ、だからこれを片付けて出した方がいいって言うた方がいい

んじゃねえかって言うて、もうすでにここに出す前に処理するべきことじゃないかと思

うんですよ。だからここに出して不許可にしてくださいっていうのは、私はどうもちょ

っと何かおかしいなあ。話がちょっとおかしい。だから事務局の方に、できればその辺

を指導していただきたいなと思います。以上です。

議 長：今問題になってるところが、倉庫ですね、農業用倉庫、これに付随してっていうか、岩

﨑委員の言われるように、庇を出してそこをまた倉庫にしとると。ということでその倉

庫自体はですね、施行規則で２00 ㎡未満であれば届出でいいということで、その届出は

ですね、本人から平成 15 年ですか、されとるんですね。問題はそれに付随して庇を出し

て、そこをまあ、そこまでに利用しとるっていうんですか。今言われるように、後藤委

員が言われるように面積がですね、200 ㎡を超しておるからですね、いけないんじゃない

かと。

27 番委員：現場を整理せんと、立証委員が許可をせないけん、皆にお願いせないけんっていう地元

の委員が、不許可にお願いしますっていうのはちょっと。

26 番委員：今ここに出てる件と、倉庫の件、入ってないんですけど、早く言えば別件なんでしょ。

ただし、皆が今引っ付けおうてしてるだけで、別件なんでしょ。だからここに出てきた

のは、これだけの件で審議をすることであって、前の件を一緒に引っ付けて審議するか

らややこしくなるんで、申請者はこの件のみを言ってきたんだから、それはそれで審議

する必要があろうし、前の件については皆さん何も知らない世界やから、だからそれは

それで分けていただくと審議しやすいですけどね。

27 番委員：矢野委員の意味もわかるけど、後藤委員が説明しよんのは、違法建築物やねえけんその、

いけんことがあっちょんのを全然処理せんでこれにきちょるから、私は立証はできませ

んよっていう言い方になっちょるんや。不許可にしてくださいな。矢野委員の言うのも

これはこれで。後藤委員が、こういう行為もあっちょるけど、これは農業委員会の事務

局なり、会長の方から文書で注意して始末させるとか、そういうことをしてこれが出て

くるんなら、私はいいと思います。立証する委員が不許可にしてくださいとか言う、そ

んなあれはいけんわ。

議 長：はい、それではですね、他に何かないですかね。いいですか。

36 番委員：本日提出してる 2件をですね、審議すればもういいんじゃないですか。



２番委員：今五十川委員が言ったとおりだと思うんですよ。これはこの 2 件の売買ですから、他の

やつは全く関係ないわけね。ただ違反建築であるかないかというのは別件であって、そ

の 2 件、1,514 ㎡と 178 ㎡、この 2 件だけなんですよ。だからそれを一緒くたにすると、

農業委員もじゃあそしたら建築課の方に依頼してくださいとか、色んなことをまあ、法

務局の方に違うんじゃないかとか、農業委員会がそういうところまで手を出さないけん

ごとなってしまう。それじゃあちょっと違うんじゃないかなという風に思いますんで、

この２件を審議するような方向で進めていったらどうですかね、議長。

27 番委員：ちょっと山田委員の言うのもわかるんよ。わかるけんど、立証の範囲を任されちょる後

藤委員が不許可にお願いしますって言よんのじゃあけ、それは賛成なんか言うたら後藤

委員の立場は何にもねえ。前段を 1 ヶ月、2ヶ月先送りしてから。

２番委員：一緒くたにするから、そういう不許可状態に見えるんであって、

27 番委員：会長の横に出て、立証台で、な、立証席で案件を不許可にしてくだいって言いよる。

２番委員：いや、わかるんですよ。それもわかる。だから不許可とかそういうあれじゃなくて、一

緒くたにするからそういう状態になるんであって、この 2 筆だけをちゃんと立証できる

ような状態にもっていく、来月ね、そうですよ。来月持っていったらいいんじゃないで

すかということなんですよ。それが皆さんわかってないからおかしな方向になってるだ

けです。

36 番委員：わかってないんじゃなくて、後藤委員がそういうような説明をするっていうこと自体が

おかしいんよ。

２番委員：来月、そういうように分けて、ちゃんと 2 筆だけで立証できるような状態で後藤委員に

持ってきてもらえればいいんじゃないですかと。

27 番委員：ここに出るまでに、後藤委員の範囲や、そのもやもやのところは解決させちょって立証

せんと。後藤委員の気持ちを、その副会長とか会長とかがあれして、来月再提案じゃあ

わ。後藤委員が来月、許可にしてください、話もまとまりましたからって、ぴしゃっと

整理せな。

議 長：それではですね、色々意見を出していただいております。まあ要するにですね、所有権

移転の売買の場合ですね、そういった耕作されていない農地が一部にあるということで、

後藤委員の方から調査の結果、そういったことがわかったということなんで。だいたい

意見も出たようにありますので、ここでですね、皆さん方の判断を仰ぎたいと思うんで

すが。今 2 通りあると思うんですね。このまま、立証者は納得いかないということなん

んで不許可というような意見もあったんですが、そのまま不許可ということですね、そ



れから今倉庫に付随して出されとる分を正規の形にしてですね、再提出をしたのがいい

と、申請を再度審議してもらいたいと。この２つかなと思うんですが。だからここでも

皆さん方の挙手をいただこうかと思うんですが、いいですかね。他に何か意見があれば。

36 番委員：いずれにしてもですね、本日提出したこの 2 件を審議すれば別に問題ないでしょ。そう

でなけりゃ、これは先に進まんですよ。

議 長：進めるように今。

27 番委員：五十川委員の言うのもわかるけん、その会長、進め方がわしは納得いかんのやけんな。

今回は不許可というような言葉じゃなくて、保留というような言葉を使ってな、そこを

整理して、次回なり 2 ヶ月先でも、話がついたらこの 2 筆を再提案っていうんか、出し

直してもらって、できれば 1 ヶ月、早いほうがいいわな。まあ臨時委員会を開かんでも

よかろうきい。そういう方向でいったんがいいんじゃないですか。立証人が不許可にし

てくださいっていうのを、こっちが賛成なり言うたって前代未聞じゃあわ。とりまとめ

て。

議 長：はい、それでは取りまとめをいたしたいと思います。今回この申請については一旦保留

してですね、再提出をしてもらうということで、その意見に対して賛成される方、挙手

をお願いいたします。

13 番委員：その場合は、そうなったいきさつを本人に説明をするわけですよね。説明せんと、この

若い子はそういうのを知らんでするんやったら、今回出てる分は出てる分で審議をして、

倉庫のところは、こういうところはおかしいんやけど、ここのところはこういうように

やり直せよって教えちゃらんといけんのやないかな。

議 長：あの立証段階ではですね、所有権移転については特に問題はないんやけど、ただ所有地

の中でですね、届出をされてないのがあるんですね、それをきちんとすれば立証者もい

いということで。

27 番委員：会長と副会長と、後藤委員と話をして、来月なり早い時期に再提出、それをすればもう、

後藤委員も許可をお願いしますって。

13 番委員：申請に来た時点でそれをせないけん・・。

議 長：よろしいですかね。今回については保留をして来月再度提出をいただくということで、

よろしいでしょうか。（はい、異議なし、の声あり）そういうことで。それでは 3 条の 3

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３条の３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 5 月 24



日に行いました。申請農地の位置は、横川地区豊後銘醸より西に約 500ｍのところにあり

農振地域外の土地であり、現況は田であります。申請農地は、佐伯市直川大字横川大ツ

ル○○番○、853 ㎡、外 3 筆、合計 4,113 ㎡です。譲渡人は、横川の○○氏。譲受人は、

同じく横川、○○氏。譲渡人が高齢になったため耕作が困難となり今回の申請になりま

した。譲受人の家族状況は、本人 74 歳、妻 69 歳です。耕作は常時雇用者 3 人を含めて

計 5 人で行っています。第 2 種兼業農家です。農地取得後は酒米を耕作するとのことで

す。通作距離は約 500ｍ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、田

植機、コンバイン等は必要な時にリースをするそうです。米の乾燥作業等は委託に出し

ます。草刈り機は 2 台所有しています。耕作面積は、150.12ａで直川の下限面積以上保

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。よろしくご審議のほどお願いいたします。

議 長：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）はい、異議なしという発言がございました。本件に賛成の委員の挙

手をお願いいたします。（挙手全員）はい、挙手全員であります。よって本案は原案の

とおり許可をすることに決定をいたします。以上で3条許可申請については終わります。

1 件を保留にし、他は許可ということで決定をいたします。続きまして農地法第 4 条の規

定による許可申請について審議をいたします。1番について、2番の山田定男委員の方か

ら立証をお願いいたします。失礼をいたしました。4条の 1番の立証については、○○番

の○○委員が担当ですけれども、申請者が本人のために、佐伯市農業委員会規則第10条、

議事参与の制限により議事に参与することができないため、隣接区域の担当であります 2

番の山田定男委員の方に立証をお願いします。○○委員につきましては退席をお願いい

たします。

２番委員：２番が 4 条の 1 番を立証します。本件に入る前に、皆さんに今日お配りしたゼンリンの

地図なんですが、約 900 ㎡弱なんですけれども、そこに 5,000 ㎡くらいのマーカーがつ

いてますけれども、間違いないような状態で見とってください。調査は平成 27 年 5月 22

日に行いました。申請人は、佐伯市在住の○○氏です。職業は農業です。申請農地の位

置は、申請人の家の南側に位置し、都市計画区内の第 2 種住宅地域です。農振地域外の

農地で、農地の区分は第 3 種に該当します。佐伯市字古田下○○番○、地目は田、現況

は畑、地積 852 ㎡です。転用の目的は、申請人はこの土地は低地にあるため、嵩上げし

て農地として使用します。佐伯市発注の女島山避難施設整備工事による発生土を使用す

るため無償です。今回の嵩上げに対しては、北側半分を一時転用するということです。

工事計画は、許可あり次第着工したい。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。被害防除については、北側は自宅、西側は民家で承諾済みです。

東側は畑であり、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いたします。



議 長：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ございます。それでは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。○○委員の方には着席をお願いいたします。それでは 4条の 2番について 25 番の藤

原委員の方から立証をお願いいたします。

25 番委員：25 番が 4条の 2 番を立証します。本件は農地の転用です。主に田から畑です。調査は平

成 27 年 5 月 27 日に行いました。申請人は佐伯市女島に在住する○○氏です。転用の目

的は、当地は低位置にあるため水害の常襲地となっており、今回女島地区における佐伯

市発注の女島山避難施設整備工事において発生する土を搬入して畑として利用する計画

です。申請農地の位置は、国道 10号線番匠橋交差点を宮崎方面に向かって約 2.1km 進み、

右に八坂神社の駐車場を見て、その左 20ｍ進んだ左側です。申請農地は、田と畑の 2 筆

です。佐伯市弥生大字江良字祗園○○番、登記地目は田、現況は田、地積は 838 ㎡、不

耕作です。佐伯市弥生大字江良字祗園○○番○、登記地目は畑、現況は畑、地積は 194

㎡、不耕作です。合わせて面積は 1,032 ㎡です。農地の区分は、○○番については農振

地域内で、農地の区分は第 2 種に該当します。○○番○については農振地域外で、農地

の区分は 2 種です。工事については、転用の目的で述べたとおり、工事残土でかさ上げ

を行い、のり面は 1:1.2 の勾配で施工します。なお、表土は耕作できる状態で仕上げる

計画のようです。排水・周囲に対する被害防除については、畑地として利用するため、

特に被害を及ぼすことはないと考えられます。その他水利権を含む他の権利設定も本件

にはありません。以上許可基準に照合した結果、許可相当と思われますので皆様のご審

議をよろしくお願いします。

議 長：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ので、本件について採決をいたし

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

きまして農地法第 5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。5 条

の 1番について、15 番の松下芳久委員の方から立証をお願いいたします。

15 番委員：15 番が 5 条の 1 番を立証します。本件は所有権の移転です。調査は 5 月 23 日に行いま

した。譲渡人は、神奈川県茅ヶ崎市に在住の○○氏、68 歳です。譲受人は、佐伯市女島

に在住する○○氏、43 歳です。転用の目的は、譲受人は二世代住宅を建築し親子 2 夫婦

と子ども 2 人の 6 人家族で同居しており、倉庫及び駐車場が不足しているので、隣地を

購入してその用地として使用したいとのことです。申請地の位置は、女島埠頭線を終末

処理場方向に向かい、山本工作所前を右折して 50ｍ行ったところを左折して 40ｍのとこ

ろに位置します。申請地は佐伯市字女島、地番は○○番○、登記地目は畑、現況荒れ地

です。地積は 228 ㎡です。農地の区分については農振地域外の農地で第 3 種農地に該当

します。工事計画は許可があり次第直ちに着工します。土地利用計画図から判断すると、



申請目的の実現性は確実であり、転用面積、位置は適当であります。排水については被

害のないよう注意します。被害防除については、北側及び西側は宅地、東側は道路、南

側は排水路で被害は予想されません。隣接地との境界は、南側は道路、西側及び東側は

コンクリートブロックで施工します。水利権については塩屋土地改良組合の同意、意見

書が添付されています。以上、転用許可基準に照合した結果、許可相当と思われますの

で、皆様方のご審議をお願いいたします。

議 長：5条の 1番について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）はい、異議なしという発

言であります。本件について賛成の委員の挙手をお願いいたします。（挙手全員）はい、

挙手全員であります。よって本案件については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 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 2 番を立証します。本件は所有権の移転です。調査は 5 月 29 日に行いま

した。譲渡人は、佐伯市宇目大字小野市、○○さん、○○さんの 2 名です。譲受人は、

佐伯市長良、社会福祉法人○○○ 理事長 ○○○さんです。申請農地の位置は、国道

326 号線越野橋より県道を東に 300ｍのところにある、小野市小学校跡地の南側にありま

す。農振地域外の農地で、農地の区分は第 2 種に該当します。佐伯市宇目大字小野市井

ノ上○○番○と○○番○です。地目は田、現状も田です。地積は、○○番○が 686 ㎡で、

○○番○が 527 ㎡で、合計 1,213 ㎡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、駐車場を設置するものです。申請人は市内長良で老人福祉施設を運営し

ており、申請地の隣地○○番○に有料老人ホーム・デイサービスセンター及び厨房棟を

建設中で、それらの業務が開始されると職員、来客用駐車場が必要となるためです。工

事計画は、平成 27 年 7 月 15 日から着工し、平成 27 年 8 月 15 日完成の予定です。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。雨水対策については、

排水路があり現状のまま使用します。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、皆様のご審議をよろしくお願いします。

議 長：2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）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。それでは 5 条の 3 番の立証につきましては、○○番の○○委員が担

当ですけれども、申請者が本人のために佐伯市農業委員会規則第 10 条、議事参与の制限

により議事に参与することができないため、隣接区域の担当であります 29 番の畠野巌委

員の方から立証をお願いしています。○○委員は退席をお願いします。

29 番委員：29 番が 5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。調査は 5月

24 日に行いました。譲渡人は、佐伯市海崎の○○氏です。譲受人は、津久見市中央町の

○○夫婦です。転用の目的は、譲受人が住宅を建築します。申請地は、佐伯市海崎の海



崎変電所より南東へ 150ｍの場所に位置しています。申請地は、佐伯市大字海崎字カラス

丸○○番○、地目は畑、現況は畑、面積は 197 ㎡で、もう 1 筆、計 330 ㎡です。農地の

区分は第 3 種です。排水については合併処理浄化槽を設置し、東側道路側溝に流し、市

道の側溝に放流します。被害防除については、東側は道路、西側は里道、南側は譲渡人

の農地、北側は宅地で被害はありません。水利権はありません。以上許可基準に照合し

た結果、許可相当と思われますので、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。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○○委員には着席

をお願いします。それでは続きまして、4 番について、18 番の田嶋義生委員の方から立

証をお願いいたします。

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

した。譲渡人は、宮崎県日向市に在住の○○氏です。譲受人は、佐伯市西野浦に在住の

○○氏です。転用の目的は、譲受人が職業上資材置き場が必要なため、この農地を買い

受けて転用するものです。漁業資材の修理、保管場所及び駐車場として使用する計画で

す。申請地の位置は、佐伯市西野浦地区の仲川原バス停より北に 50ｍ離れた場所に位置

しています。申請地は、佐伯市蒲江大字西野浦字神崎○○番○、登記地目は畑、現況は

畑、地積は 1,186 ㎡です。農地の区分につきましては、農振地域外の農地で農地の区分

は第 2 種に該当します。工事計画は、許可あり次第平成 27 年 7 月 15 日着工し、平成 27

年 9月 15 日完工の予定で、配置図、平面図等から総合的に判断すると、申請目的の実現

性は確実であり、転用面積、位置は適当であります。用排水については、地ならしを行

うだけで、現状のまま利用しますので支障はありません。被害防除については、北と西

側は道路、東と南側は宅地、一部農地がありますが支障はありません。隣接地との境界

についてはすでにコンクリートブロックで施工されています。以上転用許可基準に照合

した結果、許可相当と思われますので、皆様のご審議をお願いします。

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

見がございましたら出してください。（異議なし、の声あり）異議なしという発言がご

ざいました。本件に賛成の委員の挙手をお願いいたします。（挙手全員）はい、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 4

条、5 条の関係が終わりました。4 条、5 条につきましては県知事の許可になっておりま

すので、意見を付して進達することに決定をいたします。それではここで 10 分間休憩を

いたしたいと思います。25 分から会議を始めたいと思います。

（10 分休憩）

議 長：それでは再開をいたしたいと思います。その他ということで、農用地の利用集積計画（案）



及び利用権の設定について、農林課の方から説明をお願いいたします。

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

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

とめいただいたものを農用地利用集積計画（案）として作成しておりますので、ご審議

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 3件となっています。あらかじめお手元の方にお配りしており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年は、2筆、3,871 ㎡。契約期間 5年、1

筆、1,731 ㎡。以上、これらを合計すると、3 筆、5,602 ㎡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いたし

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、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

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ので、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。それではその他について。

農 林 課：はい、ありがとうございます。次に利用権設定の推進についてでございます。満期が到

来する利用権の再設定の推進と、新規掘り起こしをお願いしているところでありますが、

満期到来分については、該当する委員の方々にリストを添付しております。再設定の際

にはご指導のほどよろしくお願いいたします。なお、今回の書類の締切りは 6月 19 日

金曜日としております。農林課、中村、又は各振興局までご提出をお願いいたします。

以上よろしくお願いいたします。

議 長：説明が終わりましたが、何か質疑がございますか。（異議なし、の声あり）ないように

ありますので、農林課からの説明は終わります。続いて 2番の非農地証明願について、説

明をお願いいたします。

事 務 局：非農地証明の説明の前に訂正をお願いします。非農地証明願についての 1 ページをお開

きください。番号 4番の地番、○○-○の字が番匠ですので訂正をお願いします。

事 務 局 ：それでは説明に移りたいと思います。非農地証明願 1番について説明いたします。現地

調査は 5 月 29 日に 6番の木許邦彦委員と事務局 2名で行いました。申請地の位置は、佐

伯市大字上岡の門前バス停から約 500ｍ進んで、佐伯インター入口の信号を左折したとこ

ろにあり、佐伯インター真下の高速道路管理地に隣接している農振地域外の農地です。佐

伯市大字上岡字角木○○番○、地目田、現況は山林、地積は 55 ㎡。所有者は、佐伯市本

匠大字三股の○○氏です。耕作放棄された年月日は昭和40年で、約50年経過しています。

耕作放棄された理由は、申請農地は面積も小さく道路と自動車修理工場に接しており、自

宅から遠方にあるため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：非農地証明願の 1 番について説明が終わりました。6 番木許委員の方から補足がないです

か。

6 番委員：別にありませんけど、字がですね、「ツノギ」です。

事 務 局：失礼しました。ありがとうございます。

（異議なし、の声あり）

議 長：異議なしの発言がございましたが、本件について非農地と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。よって本件については非

農地ということで証明をすることに決定をいたします。それでは続きまして 2 番について

説明をお願いいたします。

事 務 局 ：非農地証明願 2 番から 4番について説明いたします。現地調査は 5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 3件とも、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。非農地証明願 2番の申請地は、佐伯市弥生大

字門田字下番匠○○、地目畑、現況原野、地積 641 ㎡。所有者は佐伯市弥生大字江良の

○○氏です。非農地証明願 3 番の申請農地は非農地証明願 2番の農地の隣地にあります。

佐伯市弥生大字門田字下番匠○○番○、地目畑、現況原野、地積 1,718 ㎡。所有者は、佐

伯市弥生大字門田の○○氏です。非農地証明願 4番の申請農地は、非農地証明願 3 番の農

地から農道を挟んで 30ｍ程番匠川方向に向かった堤防近くにあります。佐伯市弥生大字

門田字下番匠○○番、地目畑、現況原野、地積 431 ㎡と、もう 1 筆は佐伯市弥生大字門田

字番匠○○番○、地目畑、現況原野、地積 225 ㎡。所有者は 2 筆とも佐伯市弥生大字門

田の○○氏です。耕作放棄された年月日はいずれも昭和 50 年頃で約 40 年経過していま

す。耕作放棄された理由は、度重なる台風の被害で遊水池になったことにより復旧が困難

なことから休耕していることもあり、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番の農地は大きな雑木と竹が生い茂って既に畑の形状はなく、山林化

しております。証明願 3 番の農地は、隣地である証明願 2番の竹が張り出し竹林となって

おります。証明願 4番の農地は大きな雑木と草が生い茂っています。3件とも今後は現状

のまま放置し、いずれは処分したいとのことです。以上の証明願 3件の農地は既に畑の形

状はなく、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：2番、3番、4番についての事務局からの説明が終わりました。それでは地元委員の 25 番

の藤原安政委員の方から補足があれば。

25 番委員：特にありません。ここにあるようにかなり前から荒れてきております。現在も竹林とい

うんですか、五三竹がじわじわと広がっております。ということで非農地証明、お願いい

たします。以上です。

議 長：はい、補足説明がありました。それではですね、2 番、3 番、4 番、一括審議をしたいと

思います。質疑、意見がございましたら。（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 2 番、3 番、4 番について、非農地と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。よって本件につ

ては、非農地証明をすることに決定をいたします。続いて 5 番について、5 番、6 番、一

緒ですかね。

事 務 局 ：はい。非農地証明願 5 番と 6 番について説明いたします。現地調査は 5月 25 日に 29 番

の畠野巌委員と事務局 2名で行いました。非農地証明願 5番の申請農地の位置は、県道

217 号線の狩生地区の中河原バス停から小福良半島を約 300ｍ程入ったところにある農振

地域外の農地です。佐伯市大字狩生字内網代○○番、地目畑、現況山林、地積 535 ㎡。

所有者は佐伯市大字狩生の○○氏です。非農地証明願 6 番の申請農地の位置は、5 番と同

じく中河原バス停から小福良半島を約 250ｍ程入ったところにある農振地域外の農地で

す。佐伯市大字狩生字片江ケ迫○○番、地目畑、現況山林、地積 327 ㎡。所有者は、佐

伯市大字狩生の○○氏です。耕作放棄された年月日は、いずれも昭和 57 年 5月頃で約 33

年経過しています。耕作放棄された理由は、申請農地は 2件とも以前から雑木が茂って山

林化しており、斜面に位置しているので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：5 番、6 番についての事務局からの説明が終わりました。地元委員の 29 番の畠野委員の

方から。

29 番委員：事務局の説明のとおりで異存はありません。

議 長：はい、ありがとうございました。ただ今説明が終わりましたが、質疑、意見がありまし

たら。はい、岩﨑委員。

27 番委員：委員の中で、私が最高の方の高齢者ですが、この事務局が受け付けておるこの昭和 50 年

頃とか、その時代はですね、まだ米は生産段階にあったんです。そして、後藤委員が今日

も出てきた案件も、私が耕地係長になっとったですかね、まだなってなかったんやな。そ

れで青山の全域、旧村ですね、そこによく行って米が、今記憶では 16,000 円くらいしよ



った。それを 30kg を 25 年間、補助金がつくからあまり利子は高くないんですが、25 年

間出せば事業費はチャラになるんでということで、農家を説得してやっております。それ

で前から 45 年とか 46 年、その時はもう増産、増産だったんです。さっきも出てきた角木、

角木あたりはどぶ田であったんですが、1枚も芦じゃ葦じゃ生えるところはなかったです。

昭和 50 年代っていうのは、もう 56 年、57 年になればですね、減反政策で塩屋っていう、

女島のほとんどですが、○○委員のところ、お父さんが長年理事長もされとったんですが、

地元に説明に行ったときに県事務所の所長をしとったんが、「岩﨑さんお尋ねしますが、

米はこれからどうなるんですか。」そんな難しい問題は私が答弁する立場じゃありません

って言うて。100％転作で補助金をだすからやれって言って進めよったんですが、個人の

財産であるんで、まあ国会等で共産党あたりが、個人財産の耕地整理事業はおかしいとい

うようなのもあって、5％地元負担してもらって、で、できあがった土地を換地して、余

剰地が相当あったので、それを売却して、地元負担の 5％は即、市の方に納めてもらって。

もう 55 年くらいになると、稲転って言って、2 割米作るなとか、そういうあれがでてき

ております。50 年くらいまでは、今後農家の人と話をするときに、事務局は、この時代

は米を作らないけんっていう時代であったよって、ある委員が言よったよって言ってくだ

さい。私は 18 歳の時から今日まで、ずっと日誌をつけておりますんで、ほとんど記憶し

てます。まあ以上です。

事 務 局：ありがとうございます。

議 長：今岩﨑委員からの意見としてですね、その当時はやはり食糧増産時代っていうんか、農

地がですね、重要な時だったと思うんですが。（非農地証明願 6件の地目について）田ん

ぼは 1枚しかないんですが、あとは畑ですね。そういうことだそうです。他に何か意見は

ありますか。ないですね。それではまだ 5 番と 6 番の採決をしてないんですが、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

案のとおり非農地として証明をすることに決定をいたします。以上で非農地証明願につき

ましては終わりたいと思います。続いて、４番の報告及び連絡事項について事務局の方か

ら。

事 務 局 ：それでは 4番、報告及び連絡事項、(1)番をご覧いただきたいと思います。平成 26 年度

農業者年金加入者目標達成による年金協議会からの表彰について説明をいたしたいと思

います。さる5月20日に開催されました大分県農業者年金協議会通常総会におきまして、

平成 26 年度中の佐伯市の農業者年金の加入者 2 名達成によりまして、年金協議会から表

彰がありました。髙橋会長に表彰状が授与されまして、その時に記念品といたしまして金

一封を頂戴いたしました。この分につきましては、農業委員会の事務局の来客用のお茶代

として使用したいと思いますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。

議 長：はい、報告ですので、次の 2番について。

事 務 局 ：それでは、(2)の「全国農業新聞前期普及強調月間」の取り組みについてご説明をいたし



ます。お手元の「全国農業新聞前期普及強調月間」の取り組みについてという鑑の文書が

ついた資料をご覧いただきたいと思います。 全国農業新聞前期普及強調月間推進要領に

ついて、全国農業新聞大分県支局から示されております。農業委員の皆様には、全国農業

新聞前期普及月間の取り組みについての文書と、全国農業新聞前期普及強調月間推進要領

を両面印刷した紙をお配りしていますのでご覧ください。それによりますと、大分県内全

体で昨年末から 76 部、購読部数が減少しているようです。佐伯市におきましても、本文

以下に記載しておりますが、昨年末から本年 5月末までに 7部減少しておりまして、その

後も 2名の中止申込みがあったところであります。農業委員さんにおかれましては、お近

くの農業者の方、お知り合いの農業者の方に対して、これまで以上の普及推進をお願いを

いたしたいという風に思います。申込用紙を兼ねましたチラシを 2種類、各 1 部ずつ配布

をしておりますので、購読希望の方にお渡しいただき、事務局までご提出をお願いいたし

たいと思います。よろしくお願いいたします。

議 長：それでは続いて 3 番について。

事 務 局 ：それでは(3)の平成 27年度佐伯市農業委員会県外研修について、ご説明をいたします。休

憩時間にですね、お手元に佐伯市農業委員会県外研修ということで、文書を配布させてい

ただきました。今年につきましては、県外研修実施というような計画になっておりまして、

どこに伺ったらいいかということで、大分県農業会議の方にも相談をいたしましたところ、

四国、香川県の三豊市農業委員会がですね、昨年西日本で唯一、全国農業委員会長代表

者集会で遊休農地解消対策への強化ということで活動報告をされたということで、ここ

がいいんじゃなかろうかということでご紹介をいただきました。先般から運営委員会の

中で時期的なもの等ですね協議をしていきまして、今年ただお伺いしたいという三豊市

の方が農業委員さんの改選の時期ということで、今年の 9 月 30 日が任期の満期という

ことで、今の委員さんが委員さんを務められている時代に、ということもありまして、

時期的なもの等ですね検討いただく中で、8 月 26 日水曜日、27 日の木曜日にかけて三

豊市の方にお伺いをいたしたいというような計画といたしております。それでまだ行程

の概要につきましては詳しく決まっておりませんので、本日皆様方にご報告をいたしま

して、承認いただきましたら今後行程の詳細の方に入って参りたいと思っております。

よろしくお願いいたします。また出席をいただく委員さんの確認をさせていただきたい

と思っておりますので、今月の 26 日の金曜日までに、ご都合によりどうしても出席す

ることができないという委員さんにおかれましては、お手数ですが事務局へご一報いた

だければと思っております。また出席者を集約させていただきまして、7 月の農業委員

会の時に一覧表にまとめまして再確認をしていただきたいという風に思っております。

以上でございます。よろしくお願いします。

議 長：事務局の方からの説明が終わりましたが、先ほどの総会の前の運営委員会の検討の結果、

運営委員会の中ではこういう風に決定をいたしました。せっかくですね、市の方から研修

に対して研修をしてこいということで予算をいただいておりますので、できるだけ多くの

委員のご出席をお願いいたしたいという風に思います。そういうことで出席につきまして、



よろしくお願いいたします。運営委員会ではそういうことで慎重に審議をいたしたんです

が、皆さん方から何かご意見ありますか。

（異議なし、の声あり）

27 番委員：香川県っていえば四国の一番端じゃろうが。

事 務 局：四国の一番端のですね、比較的愛媛より。

27 番委員：ここ 6時のフェリーなぞ乗ってから、行き着くのは晩方ぞ。

事 務 局：いやそこまでは。高速があるから大丈夫です。

議 長：そこらへんは十分また検討して。そういうことで一つ決定をしていただきたいと思うん

ですが、よろしいでしょうか。よろしくお願いします。

事 務 局 ：それでは(4)の平成 27 年度第 9回佐伯市農業委員会の日程についてご説明をいたしたい

と思います。お手元の日程変更についてという文書をご覧いただきたいと思います。年

間の農業委員会の日程では、9月 3日の木曜日、14 時から開催という予定になっており

ましたが、先日竹田市から連絡がありまして、昨年 11 月に佐伯市で実施をいたしました

農業委員地区別セミナーの南部豊肥地区が今年竹田市が受け番でございまして、9 月 2

日の水曜日の 13 時 30 分から開催をしたいという連絡がございました。それで、2 日の

午後地区別セミナー、3日の午後農業委員会と、このままの日程で推移しますと 2 日続

けて農業委員さんの方にご足労いただかなくてはならないということでございまして、

一昨年前、豊後大野市であった時の日程的なものを調べましたら、農業委員会の日程を

変更して、地区別セミナーの午前中に実施をしていたという経緯がございましたので、

午前と午後、一日中となって大変申し訳ないんですが、一日でというような日程に変更

させていただきたいと思っておりますので、9 月の農業員会におきましては、9月 2日の

水曜日、午前 9 時から開催をさせていただきまして、昼を挟みまして、竹田の方に移動

しまして地区別セミナーにご参加いただきたいと思っておりますのでよろしくお願いを

いたします。

議 長：はい、説明が終わりました。日程の変更ですが、この件について何か意見がありますか。

（ありません、異議なし、の声あり）なければこういうことで決定をさせていただきます。

よろしくお願いいたします。ありがとうございました。以上で、何かありますか。

事 務 局：一つよろしいですか。報告及び連絡事項の方には記載してないんですが、先月の農業委

員会で、平成 28 年度の県の農政施策に関する建議のお願いをしておりました。すでにご

提出をいただいた委員さん、いらっしゃるんですが、もしお持ちいただいてる委員さん

おられましたら、この後ご提出をいただければと思っております。よろしくお願いしま



す。

事 務 局：もう一つ事務局から、先月の農業委員会で弥生文化会館の待ち合わせ場所の変更をでき

ないかということでご質問いただいてた件ですけども、脇のコスモタウン、消防署の横

の空き地ですね、あそこ今市が管理していまして、イベントとかあった時に貸し出しを

しているということで、市の管財係に確認しましたら、待ち合わせ場所等で使っていた

だく分は構わない、ただし申請をだしてくださいということで回答いただいております

ので、またそういった機会がありましたら利用できるということになりますので、ご報

告しておきます。以上です。

議 長：そういうことで待ち合わせ場所を消防署のところにと。次回から利用させていただきた

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、何か委員さんの方からご発

言があれば。ございませんか。はい、それでは以上で本日の会議を終わりたいと思いま

す。

事務局長：次回の開催日は 7 月 2 日の木曜日、午後 2 時から市役所 6 階のこの部屋で行いますので

よろしくお願いします。それでは副会長に閉会の言葉をお願いします。

37 番委員：それではこれで第 6回の委員会を終了いたします。大変長時間お疲れ様でした。

（１6 時００分閉会）


