
平成 27 年第７回佐伯市農業委員会議事録

日 時： 平成２7年７月２日（木曜日） 14 時 00 分～ 17 時 40 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 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 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： 11 番 岡田 安代

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 19 号 農地法第 3条の規定による許可申請について

議案第 20 号 農地法第４条の規定による許可申請について

議案第 21 号 農地法第５条の規定による許可申請について

その他 ①農用地利用集積計画（案）及び利用権設定の推進について(農林課)

②農用地利用配分計画（案）の意見聴取について（農林課）

③非農地証明願いについて

④「平成 28 年度県農政施策に関する建議」の意見・提言について

⑤「平成 28 年度佐伯市農政施策に関する建議」の意見・提言について

報告及び連絡事項

・平成 27 年度佐伯市農業委員会県外視察研修について

・平成 27 年度市町村農業委員等の公務災害補償制度への加入について

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 7 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 11 番の岡田安代委員です。33 番の吉良

委員さんは若干遅れるということで、すぐ来ると思います。農業委員 37 名中本日の会議

の出席者は、ただ今は 35 名です。一人来ますので、36 名になると思います。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、６月 29 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：それでは会議に入る前に議事録署名人を指名いたしたいと思います。28 番の小野隆壽委

員、29 番の畠野巌委員にお願いしたいと思います。それでは、議事に入る前に事務局の

方から議案の説明をお願いいたします。

事務局長：それでは、議案の前にですね、この地図をお配りしました。この地図が、非農地が先に

綴じてて、ちょっと見づらくなっております。非農地が一番後に説明がなると思います

が、4番目の 4条から先に見ていただきたいと思います。お願いします。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 5 件、田 6,017 ㎡、畑はありませ

ん。面積が計で 6,017 ㎡です。農地法第 4 条、件数が 8 件です。田 3,273 ㎡、畑 2,686

㎡、面積が計で 5,959 ㎡です。農地法第 5 条、件数が 8 件です。田 3,145 ㎡、畑 712 ㎡、

面積が計で 3,857 ㎡です。合計件数で 21 件で、田 12,435 ㎡、畑 3,398 ㎡、面積が計で

15,833 ㎡。以上提案いたします。

議 長：それでは農地法第 3条の規定による許可申請書の審議に入りたいと思います。1 番につい

て、37 番の大川松壽委員の方から、立証をお願いいたします。

37 番委員：37 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。調査月日は 6月

27 日に行いました。申請農地の位置は、本匠地区の虫月バス停から県道野津宇目線を約

4km行き左折し、出合橋を渡りさらに約5kmのところにある、農振地域内の農用地であり、

平成 24 年第 12 回委員会で○○氏が取得した農地に隣接しています。佐伯市本匠大字山

部字ウソ○○番、地目は田、現況も田、地積は 629 ㎡、譲渡人は佐伯市大字鶴望の○○

氏、譲受人は佐伯市大字池田の○○氏です。譲受人の家族状況は、本人 74 歳、妻 76 歳、

子 43 歳です。耕作は主に夫婦 2人と子、娘さんで行っており、農繁期や大型農機具の取

扱いが必要な時には息子 2 人が手伝っているとのことです。通作距離は約 50km ですが、

宇目に田畑を所有し米や野菜を栽培しており、本匠や宇目に多数山林も所有しているこ

とから、申請農地の周辺も頻繁に行き来するので耕作は可能です。農機具の所有状況は、

トラクター、コンバイン、軽トラック、草刈機等、農業経営に必要な農機具は取得して

います。耕作面積は今回の取得後、90.96ａで、下限面積以上となり、耕作すべき農地は



耕作しているとのことです。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。以上許可基準に照らしまして、

許可相当と思います。よろしくご審議をお願いします。

議 長：1 番について 37 番の大川委員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。とりまとめたいと思います。1番について賛成の委員の挙手をお願いいたします。（挙

手全員）はい、挙手全員であります。よって本件は原案のとおり許可をすることに決定

をいたします。それでは続いて 2番について 32 番の高司富博委員の方から立証をお願い

いたします。

32 番委員：32 番高司が 3 条の 2 番を立証します。本件は所有権の移転です。調査月日は 6 月 26 日

に行いました。申請農地の位置は、上仲江地区の公民館の隣、隣接しています。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、佐伯市宇目大字太平字イテノ原

○○番○、面積 1,112 ㎡。譲渡人、佐伯市下城区、○○氏。譲受人、佐伯市宇目上仲江

区、○○氏。譲受人の家族状況は、本人 79 歳、妻 75 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 400ｍで耕作は可能であります。農機具の所有

状況は、トラクター、コンバイン等の農業経営に必要な農機具は持っています。耕作面

積は、77.49ａ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

いたします。

議 長：２番につきまして 32 番の高司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。（異議なし、の声あり）異議なしという発言が

ございました。本件について賛成の委員の挙手をお願いいたします。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。

32 番委員：ありがとうございました。諸用がありましてこれから退席させていただきます。よろし

くお願いします。

議 長：それでは続きまして 3 番につきまして 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 3条の 3番を立証します。本件は親子間の生前贈与による所有権の移転です。調査

は 6月 29 日に行いました。申請農地の位置は佐伯市大字木立字須留木地区、木立土地改

良区須留木工区内にあり、農振地域内の土地であり、現況は水田です。申請農地は、佐

伯市大字木立字須留木○○番○、310 ㎡外 1筆、合計 620 ㎡です。譲渡人・譲受人は、佐

伯市大字木立に在住する○○氏です。譲受人は所有地と借入地で米、栗等を作っていま



す。譲受人の家族状況は、本人 59 歳、父 84 歳、母 81 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 500ｍ、徒歩で 5分、耕作は可能で問題あ

りません。農機具の所有状況は、軽トラック、トラクター、コンバイン、草刈り機等、

農業経営に必要な農機具は所有しています。耕作面積は所有権移転後 179.8ａで佐伯市の

下限面積 40ａ以上で問題ありません。本件は○○氏親子の合意の贈与であり、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。今回の申請農地は、6 月 29 日現在早期米を

耕作中です。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

をお願いいたします。

議 長：3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。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許可をすることに決定を

いたします。続きまして 4番について 17 番の矢野輝人委員の方から立証をお願いいたし

ます。

17 番委員：17 番が 3 条の 4 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 6 月 29

日に行いました。申請農地の位置ですけども、番匠橋を渡って、宮崎方面の国道 10 号線

を 400ｍ程進んだところの右手にある、ちょうど農協の営農センターの近くにあるんです

けれども、対象の農地が 2筆あります。農振地域内の田、2 筆です。所在地は、佐伯市弥

生大字門田字門田○○番○と○○番○の 2 枚です。地積は、前者が 985 ㎡、後者が 979

㎡です。譲渡人ですけども、佐伯市弥生大字門田在住の○○さん、無職です。譲受人で

すけども、同じく弥生の上小倉に住んでる○○さんです。職業は農業であります。譲受

人の家族状況ですけども、本人 79 歳と妻 76 歳の二人で専業で農業をしてるんですけど

も、近くに帰ってきたお孫さん、22 歳、若い跡継ぎは既に農業を一緒に始めております。

3 人で農業を行っておるということです。所有する農地で、主に米とカボスを作っており

ますけれども、一部さつまいもを栽培しているようです。通作距離は 2km 程度で耕作は

可能であります。農機具はほとんど持っております。トラクター、コンバイン、田植機、

乾燥機、草刈り機、噴霧器等の農業経営に必要な農機具は所有しております。申請地取

得後の耕作面積は 241.87ａで弥生地区の下限面積 40ａ以上保有しております。なお、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予想されません。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。以上許可基準に照らしまして許可相当と思いますので、

よろしくご審議をお願いします。

議 長：4 番につきまして 17 番の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

見があれば出していただきたいと思います。（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許可を



することに決定をいたします。

議 長：それでは次の案件にいきたいと思います。次の案件につきましては、先月の総会におき

まして保留になりました案件であります。改めて審議をお願いしたいと思います。その

前に先の総会での審議の経過について若干確認をしておきたいと思います。すでに地元

委員の後藤委員の方から本案件についての立証がなされており、譲渡人、譲受人の申請

理由、要件などについては、審議の中では特に問題になるような委員からの発言はあり

ませんでした。一部許可基準の中にですね、取得農地を含むすべての農地の耕作が義務

づけられているということで、平成 15 年におきまして 200 ㎡未満の農用地であれば、農

振農用地の規定により用途変更を届出することによって、農業用施設の設置ができるよ

うになっております。その届けが、200 ㎡未満の農業用施設につきましては届出がなされ

ております。しかしその施設に庇を出してですね、農業用機械の格納、または作業用と

して使用されている部分がありました。それを農用地と見なされ耕作ができないので問

題がある旨の指摘がなされたところであります。総会の意見としてですね、塀部分の農

業用倉庫の問題と 3 条案件と切り離して別件としてですね、審議をするようにしたらと

いう提案がございました。立証委員から、この件については農地パトロールですでに事

務局の方に報告をしていますが、現時点では適正な処理がされたといった結果がでてな

いということですね。譲受人の○○さんについては、後藤委員からの意見は、これから

規模を拡大して意欲的に農業に取り組もうとしておられる若手農業者の立派な方で、こ

れを機会にきちんとした形で整理をされて農業に取り組んでいただきたいという思いが、

地元委員としてあったということです。まあ委員からですね、地元委員からの発言で、

塀部分の 70 ㎡あるんですが、この部分について、解決の条件としてですね、申請者と協

議したうえで再度提案して、今回保留を決定しておりますけどですね、これについて総

会の後、局長、総括、（染矢）副主幹、それに副会長の 4 名で、申請者の○○さんのと

ころを訪問しまして、会議の結果を報告してですね、施設の状況の確認、農用地用途変

更の届出の、70 ㎡の部分が必要であるということを伝えてですね、併せて農地法上の手

続きについてもされるように指示したところであります。その他につきましては先の総

会の時に、地元委員の後藤委員の方から立証がありましたとおりであります。だいたい

経過としてはそういうことであります。改めて今日ですね、皆様方の審議をお願いした

いと思います。これについて質疑、意見がございましたら出していただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。何か意見がありましたら。

27 番委員：27 番の岩﨑です。今議長が説明する言葉の中に、総会という言葉が何回も出たんですが、

私は委員会だと思うんですが、そこを説明してください。それから経過は長々と説明が

ありましたが、今日まで約 1 ヶ月かかっておる、そして現地も見たと、最終的な結論は、

後藤委員が発表するんですか、それともここで皆がＯＫと言えばそれでいいか、その 2

点を説明してください。

議 長：委員会です。大変申し訳ありません。



27 番委員：議事録を総会って言うのを委員会に変えないけん。

議 長：議事録をそのように。

34 番委員：総会って言よった。農業委員総会。

27 番委員：総会って言うんか。総会になぞなってねえぞ。農業委員会議案書って。

34 番委員：委員会やけど、総会とするってだいぶ前、何年か前になったんよ。

27 番委員：農業委員になっちょるき、農業委員会、この会に来て、今日は会長が珍しく総会、総会

って言よるから、いつそんなんに変わったんかなあと。言葉尻つかむんじゃないんです。

２番委員：この農業委員会っていうのを総会とするというのを何年か前に決めてます。で、これは

議事録に残ってますんで、残ってると思います。だからこれ調べてもらって来月報告で

きるような状態でいいんじゃないですか。すぐさま出るわけじゃないから。だから何年

にこれを決めましたっていうのをわかればいいわけですよね。

27 番委員：委員会で招集しとって、総会、総会って何回も言うけえ、違和感がある。

２番委員：だからそれをわかった中で、次からこうしましょうっていうのはできるんで。

27 番委員：3年の任期で人が変わってきとるんで、それはその議題ですればいいわ。

議 長：それはきちっと・・・。

２番委員：農業委員手帳を見てください。第 20 条、そこで総会となってますので、いいですか。総

会です。

27 番委員：そんなあれがあればいいわ。本論はどげえなった。本論。

議 長：次から総会ということで。今岩﨑委員からの質問ですが、わたしが○○さんのところに、

当然私が会長として責任を持って本人のところに行きまして、お話しをしまして、手続

きをしましょうということで了解をいただいております。早速今準備をしております。

そういうことで、用途変更のですね、届出をしていただくように書類を整備をしておる

ところです。それが出てくれば特にそれについての問題はないかなと私の方は思ってい

るところなんですが。皆さん方のご意見をお聞きしたいと思っています。

27 番委員：それ時間をかけていいんですか。譲渡人の○○○○さんは 93 歳ですよ。1 週間か 10 日

ありゃ作業や何やできるんじゃないですか。できりゃ今日結論がでるんじゃないかと思



って今日来たんやけど。議長の話が前に進まんごとあるけえ。

議 長：この総会が終わった後ですね、すぐ行くようにはしておるんですがね。出していただく

ということで。○○さんにはそういった旨の了解をいただいております。

27 番委員：それじゃあ次の委員会に提案してこういう了解で認めてもらいたい、で処理せないけん

ごとあるけえ、後藤さんの方の腹を聞いてから今日辺り結論を出せんのですか。

８番委員：先月の残りの案件で、時間をいただいて恐縮です。会長さんの今説明のあったとおり、

地番で○○番の○の庇が作っております。床はコンクリート張りになっております。面

積が約 70 ㎡あります。農用地ということになっております。したがって隣の○○-○に

ついてはちゃんと届があるんですが、これは○○-○と○を分けて考えることにしますと、

○○-○についても○と同じように正式な届をいただければ、合法的になります。事務局

の方とも相談した結果、○○さんが届を出そうということになれば、受け付ける窓口は

農林課になりますけども、農林課との事務折衝も一応可能性があるというように聞いて

おります。したがって今回、6 月の時点では不許可相当という風に私が立証したんですが、

本人が届を出して、市が受け付けていただけるんであれば、一応今回許可相当ができる

ものならば、いずれも見切り発車ではありますけども認めていく方向でいいんじゃない

かなと思います。案件が出たら 3週間以内に処理をしなさいというのもありますんで、6

月で見送っても 3 週間をオーバーしましたんで、この 2 点の問題は残るんですけども、

○○さんが届を正式に出すという意向があるように確認しましたので、許可相当と考え

ております。以上です。

議 長：この時点でですね、その届出を受理されておればですね、よかったんだろうと思うんで

すけど、私の方もですね、すぐその次の日くらいですかね、すぐ○○さんところに行き

まして、やはりすることはきちっとしてないと問題がありますということで、そういう

ことなら手続きを早急にしましょうということで了解はいただいております。それを今

までと言われれば、そういうことなんですが、すぐその手続きはできるんですよね。

27 番委員：議長、今地元の後藤委員から説明があって、私たちも後藤さんの腹の中はわかりました。

それでこの申請人の○○○○さんの○○○○にあたる副会長の大川さんが、確かに緊急

のうちに提出させるっていうことをこの前で発表して、後藤さんを説得したらいいんや

と思うな。ほて皆から了解をもろうたら。これまた 1 ヶ月、これが出てきて、農林課で

の許可手続きが終わってなんぞ言うたらあれじゃあわ。また後藤さんの方も話がこじれ

てくるわ。今日解決しようえ、これは。大川さんに発言求めさせて。

副 会 長 ：私が発言する立場にないんですけど、本人がやるって言ってるんだからいいと思います。

ここでですね、地元の委員さんが許可相当だと言ってるので、皆さんで採決していただけ

ればいいと思います。



（はい、異議なし、の声多数）

議 長：非常にですね、私の方もきちっとした、まずい司会でですね、大変皆さんに迷惑をかけ

ておりますが、まあ私の責任でですね、この問題については処理をしていきたいという

ように思いますので一つよろしくお願いしたいと。で、ここで採決をとりたいと思いま

すがよろしいでしょうか。（異議なし、の声あり）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）ありがとうございます。本件については許可という

ことで決定したいと思います。それでは 3 条の案件については終わりました。続いてで

すね、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。最初

に 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。1 番と 8 番を

松下委員の方から立証お願いします。

15 番委員：15 番が 4 条の 1 を立証します。本件は農地の転用、一時転用です。調査は 6 月 25 日に

行いました。申請人は、佐伯市女島区に在住する○○氏、77 歳です。転用の目的は、低

地に位置する農地の為、農地造成、嵩上げをして畑として耕作するためです。申請地の

位置は、市道女島 15 号線を西に向かい排水溝に架かる橋から 80ｍ行き、右折して 90ｍ

行ったところの左側に位置しています。申請地は、佐伯市字二丁田、地番は○○番で、

登記地目は田、現況は荒地です。ただし一部耕作しています。地積は 1,190 ㎡ですが、

その内 1,000 ㎡を嵩上げします。農地の区分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。配土計画、埋立ての土については、佐伯市発注の、平成 26 年度社交防

災女島山避難施設整備工事の掘削土を搬入します。工事計画は、許可あり次第平成 27 年

8 月 13 日着工し、12 月 31 日完工の予定で、事業計画書等から判断すると、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。被害防除については、東側は

豚舎、廃業しております。西側は農地、南側は水路、北側は市道で被害は予想されませ

ん。隣接地との境界については、盛土、嵩上げ部分の仕上げを、法面 1:1.2 で施工しま

す。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：1 番について 15 番の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）異議なしということでござい

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、県の方

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、8 番も 15 番の松下委員の方

から立証をお願いいたしたいと思います。

15 番委員：15 番が 4 条の 8 を立証します。本件は農地の転用、一時転用です。調査は 6 月 25 日に

行いました。申請人は、佐伯市女島に在住する方で○○氏、86 歳です。転用の目的は、

低地に位置する農地の為、降雨時に頻繁に冠水するので、農地造成、嵩上げをして畑と

して耕作するためです。申請地の位置は、市道女島 15 号線を西に向かい、賃貸住宅、サ

ンリット・ｋ前を右折して45ｍ行って、左折して30ｍのところの左側に位置しています。



申請地は、佐伯市字二丁田、地番は○○番○で、登記地目は畑、現況も畑ですが不耕作

です。地積は 793 ㎡その外 2 筆合計で 851 ㎡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 種で都市計画内、第二種住居地域に該当します。配土計画、埋立ての

土については、佐伯市発注の、平成 26 年度社交防災女島山避難施設整備工事の掘削土を

搬入します。工事計画は、許可あり次第平成 27 年 8月 17 日に着工し、12 月 31 日完工の

予定で、事業計画書等から判断すると、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。被害防除については、東側は農地、西側は宅地、南側は水路、北

側は市道で被害は予想されません。隣接地との境界については、盛土仕上げを、法面 1:1.2

で施工します。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：8 番について 15 番の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

ありましたら出してください。（異議なし、の声あり）

議 長：はい、どうぞ。

３番委員：ちょっとお尋ねしますが、○○番○が公衆用道路ってなってますよね。所有者が○○さ

んで、公衆用道路っていう登記になってるんですか。

事 務 局 ：はい、今桑原委員さんがおっしゃったように土地の全部事項証明がそのようになってい

るんです。その原因が何であるかはご本人もわからないとのことなんです。おっしゃるよ

うに登記地目が公衆用道路で、所有者は○○○○さん、ご本人さんになっております。そ

して現況としましてはこの一枚の畑の真ん中に帯のように、狭い部分なんですけど、実際

には一体となって畑としてなっております。

３番委員：わかりました。わかりましたですが、この土地については現状は畑ということなんです

が、農地台帳等には登載されてないわけでしょ、もちろん。となりますと、公衆用道路

という名目であれば、わざわざこの委員会の方にですね、かけて嵩上げとかする必要は

ないんじゃないかと思うんですが。このままこの筆からおとしてもいいんじゃなかろう

かと思うんですがいかがですか。

事 務 局 ：その点について許可権者である県に、先に問い合わせたところ、市の方で農地として認

めていればこのような 4条申請に、転用申請に入れてくださいとの指導をいただきました。

３番委員：市の方ではですね、農地と認めてるというのは、先ほど私言いました農地台帳とかに登

載してるということの事実関係があれば農地なんでしょうけど、それはないんでしょ。

事 務 局 ：いえ、農地台帳に入っております。

３番委員：わかりました、それならいいです。



15 番委員：以前整備をしてましたんです。おそらく残ってたんです、里道みたいなのが。それで現

在は全く一枚の畑になってます。

３番委員：今回それを農地として登記し直すということですか。

15 番委員：そうです。

議 長：他にありませんか。（ありません、異議なし、の声あり）他になければですね、採決を

いたしたいと思うんですが、賛成の委員の挙手をお願いしたいと思います。（挙手全員）

はい、ありがとうございます。挙手全員です。よって 4 条の 8 番については許可相当と

認めます。それでは 4条の 2 番について、4 番の髙野公博委員の方から。3番も一緒です

ね、引き続いて。最初に 2番について立証お願いします。

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、一時転用です。調査は 6 月 27 日に

行いました。申請人は、佐伯市大字鶴望、○○さんです。申請農地の位置は、県道佐伯

弥生線、219 号線で、坂の浦、旧柿の内大分バス停より南東 100ｍ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。佐伯市大字鶴望字中間○○

番、地目は田、現況は休耕田、地積は 436 ㎡外 3 筆、合計 4 筆で 1,347 ㎡です。転用の

目的は、申請人が嵩上げして畑として利用します。造成後は果樹で、ビワ、柿、梅等を

植えます。工事計画は許可あり次第着工し、民間、本田重工業 800ｔのプレス設置工事及

び公共工事での建設残土、掘削土で施工するため無償です。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。被害防除については、盛土、嵩上げ仕上げを

法面 1:1:2 で施工し、境界等は土羽で整形し手入れしやすくし、土砂流出や崩壊のおそ

れが生じないようにします。申請地が農地の端に位置していることから特段支障はない

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 4番髙野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いただきたいと思います。（ありません、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すが、ここで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）はい、挙手全員であります。よ

って本件は原案のとおり許可相当と認めます。続きまして 3 番について立証お願いいた

します。

４番委員：先ほどですね、2 番と、図面を見ていただくとわかると思うんですが、隣接いたした土地

であります。４番が４条の３番を立証します。本件は農地の転用、一時転用です。調査

は 6月 27 日に行いました。申請人は、宮城県仙台市泉区、○○氏でございます。お父さ

んであります○○○○さんが管理をする予定にしております。申請農地の位置は、県道

佐伯弥生線、219 号線、坂の浦、旧柿の内大分バス停より南東 100ｍ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。佐伯市大字鶴望字河原田

○○番○、地目は田、現況は休耕田、地積は 425 ㎡外 1 筆、合計 2 筆 714 ㎡です。転用

の目的は、申請人が嵩上げして畑として利用します。造成後は果樹、ビワ、柿、梅等を

植えます。工事計画は許可あり次第着工し、民間、本田重工業 800ｔプレス設置工事及び

公共工事での建設残土、掘削土で施工するため無償でございます。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。被害防除については、盛土、嵩上げ仕

上げを法面 1:1:2 で施工し、境界等は土羽で整形し手入れしやすくし、土砂流出や崩壊

のおそれが生じないようにいたします。申請地が農地の端に位置していることから特段

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 3番について立証が終わりました。この案件について質疑、意見がございましたら

出してください。はい。

７番委員：7番の池田です。先ほどから一時転用っていう話なんですけど、畑にして一時転用なんで

しょうか。ちょっと一時転用の期間とか、そういうのをちょっと教えてもらえませんか。

４番委員：現在は田になってるんですね、現況が。それで、埋め土をしまして畑にする期間ですか。

その間が一時転用ということで、それ以降は畑ということになるんじゃないかと理解し

てるんですけど。田から畑になるということですので。

７番委員：それは転用にはならんのですか。一時転用っていうのは、ある期間があって、っていう

か私勉強が足りないんですけど、1年なり 2年なりの期間の間を一時転用して、それから

畑になるんならその時期にまた転用っていう形にするんですかね。私わからんことがあ

るんでちょっと聞きたいんですけど。

事 務 局 ：少し補足させていただいてよろしいですかね。農地造成での一時転用っていうのが、今

回であれば田を一時転用して畑にっていう申請ですよね。そのような間っていうのが、造

成する、具体的には土を入れて畑にしますが、その土を入れる期間っていうのが一時的

に、その工事で農地としては、畑としても田としても使えない期間ということで、そし

てその使えない期間で土を入れて、その結果転用されて、土を入れる期間が使えない期

間で、その結果畑として造成された農地になるというような過程になります。土を入れ

る期間が農地として使えない期間ですので、申請が必要というような扱いになっており

ます。よろしくお願いします。

７番委員：地目が田を畑にするのは、何も関係なくてできるわけですか。地目は今田なんでしょ。

今度畑にするわけでしょ。それはぽっと事務的なことでできるんですか。

事 務 局 ：地目の変更っていうことになると、あと法務局での手続きになります。



事 務 局 ：農地から農地への地目変更っていうことであれば、許可証とかいらないということには

なっております。

27 番委員：一時転用っていう言葉をきちっと説明せないけんわ。

議 長：農地から農地っていうのは、通常転用とは本当は言わないんですけど、地目を変えるだ

けでですね、転用には本来はあたらないんですけど、これはですね、聞いてみますと大

分県だけらしいですね。こういった取扱いをしてるのは。農地造成あげてきてるのが。

ただ他の市町村もあげてきてるんですね。取扱いが県の取扱いになってるということで。

今言われるように、一時転用の取扱い方が、やはり田から畑に変更するので、工事が終

われば畑として使用できるんでですね。

27 番委員：事務局の説明は工事期間で。田から畑ができあがるまでの間を一時転用っていう言い方

したけど、それは全然違うと思う。田から畑になる、もう転用よな。もう畑を掘り起こ

して田んぼの水が入るような、そういう転用はほとんど今後考えられんわ。ほとんど永

久転用やわ。一時転用っていう言葉が、事務局の方は、佐脇さんも月日が経ち勉強が足

らんのか、それが正しいんかしらんけど、工事期間中が一時転用じゃねえわ。

３番委員：先ほど会長からもお話しがありましたように、この一時転用については大分県だけの例

っていうようなことで、多分ですね、私たち昔、旧町村の場合、嵩上げについては届出

でよいということでずっとやってきて、この市も届出で一時あったんじゃなかろうかと

思いますが、県の指導で一時転用しなさいと、措置をとりなさいということになってま

すのでね、一時転用、結構多いんでね、会長さんの方で大分県廃止するとか、従来のよ

うに届出でいいとかですね、そういう風に運動したらどうですか。

議 長：あの実はですね、私の方から質問したことがあるんですよ。農地造成は農地から農地に、

転用にはならんのじゃないかということでですね。質問したら、県の方から申し合わせ

っていうんか、県の中でそういう風に決まったんだというような言い方をされたんです

ね。よその県もそういうようにしとるんかなと聞いたら、よそはそういった取扱いをし

てないと。そやから県がそういう取扱いをするんやからしょうがないわな。

20 番委員：20 番の山本ですけど、以前私が農業委員の時に、もう 10 年程前、その頃から一時転用

が農業委員会にかかるようになりました。それまではさっき言われたように届出でよか

った。なぜなったかというのは、その時私が受けた説明をここで申し上げますけど、い

わゆる田から畑とかそんなことは関係ないんですよ。要するに、嵩上げするこの工事期

間に農地性が失われると、この一時的なものを一時転用と。だから田から田であろうと、

田から畑であろうと、そんなものは関係ない。要するに工事をする期間、さっき佐脇さ

んが言いましたように、工事をする期間農地性が失われると。だから一時的な転用だと。

それは農業委員会に聞きなさいと。これがほぼ 10 年ぐらいになったですね、山田さん。



２番委員：そうです。そのとおりです。

議 長：いいですか。今の答えで。（わかりました、の声あり）そういうことで、一時転用の取

扱いですね。他に何かあれば。（異議なし、の声あり）それでは採決をとりたいと思い

ます。農地法第 4 条の 3 番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。

続いてですね、7番について立証をお願いいたします。

４番委員：4番が 4条の 7番を立証します。本件は農地の転用です。調査は 6月 27 日に行いました。

申請人は、佐伯市大字鶴望、○○さんでございます。申請農地の位置は、県立鶴岡高等

学校より北東に 250ｍ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。佐伯市大字鶴望字年ノ神○○番○、地目は田、現況は宅地、地積は 40 ㎡。

転用の目的は、約 42 年前に申請人の父が住宅を建築した際に農地法の転用許可が必要な

ことを知らないまま宅地の一部、住宅進入路及び庭、塀などとして使用してしまい、父

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

許可申請が必要なことを知り今回申請するものです。工事計画は、すでに42年が経過し、

始末書が添付されています。被害防除については、既に約 42 年前から住宅進入路等とし

て利用していますが、苦情等もありませんので支障はないと思います。水利権はありま

せん。以上転用許可基準に照合した結果、許可相当と思いますので、皆様のご審議をお

願いいたします。以上です。

議 長：4 条の 7 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。（異

議なし、の声あり）はい、異議なしという発言であります。本案に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。よって本案は転用することに

適当との決定をいたします。

13 番委員：すみません、会長。諸用で退席させてください。

議 長：黒岩委員が退席をしたいということで、諸用がありますのでよろしくお願いします。そ

れでは 4 番について 37 番の大川松壽委員の方から立証お願いいたします。

37 番委員：37 番が 4 条の 4 番を立証します。本件は農地の転用です。調査月日は 6 月 27 日に行い

ました。申請人は、佐伯市大字長谷の○○氏です。職業は無職です。申請農地の位置は、

下城区の佐伯蒲江線、上堅田小学校前の交差点から県道赤木吹原佐伯線を約 380ｍ行き、

右折して約 40ｍの交差点を右に約 30ｍ行ったところにある農振地域外の農地で、農地の

区分は第 2 種に該当します。佐伯市大字長谷字杉井前○○番、地目畑、現況は荒地、地

積は 23 ㎡です。転用の目的は、自己所有の隣地○○番の土地を駐車場、娘さんのピアノ

教室で使用するそうです、に利用する予定ですが、道路からの進入路がないため、申請

地を進入路及び駐車場用地として利用するためです。計画の、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。申請地は



住宅地の中に位置しており、隣接地は里道・水路及び宅地ですが、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：4条の 4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）はい、異議なしということであります。よって本件につ

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。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す。それでは続きまして 4 条の 5 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 4 条の 5 番を立証します。本件は農地の一時転用です。調査は 6 月 26 日に行い

ました。申請人は佐伯市蒲江大字蒲江浦の○○さんです。申請農地の位置は、市立翔南

中学校より南へ200ｍのところにある農振地域外の農地で農地の区分は第2種に該当しま

す。佐伯市蒲江大字蒲江浦字浜須賀○○番○、地目は田、地積は 390 ㎡です。転用の目

的は、この農地が低地に位置するため嵩上げして畑として耕作するためです。工事計画

は許可あり次第着工の予定です。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。被害防除については、東は国道、南、西、北は雑種地、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：4 条の 5 番についての立証が終わりました。本件について質疑、意見がございましたら。

（異議なし、の声あり）異議なしという発言がございました。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。続きまして 4条の 6番について、5番の守田委員の方から立証を

お願いいたします。

５番委員：５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 6月 25 日に行いました。

申請人は、佐伯市大字木立に在住する○○氏です。転用の目的は、自身の農地に太陽光

発電を設置する計画です。申請地の位置は佐伯市立木立小学校々舎から運動場を隔てて

南に 150ｍ離れた場所に位置しています。隣にも 10 年前にすでに設置しています。申請

地は佐伯市大字木立尾崎鼻○○番、外 2 筆、登記地目は畑、現況は畑、休耕地で、地積

は 1,594 ㎡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 8月 15 日着工し、9月 30 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、素堀りで施工し道路側溝に流します。被害防

除については、東側は川淵林業の倉庫、西側は市道を隔てて畑、南側は市道を隔てて田、

北側は運動場を隔てて小学校々舎です。何ら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 5番の守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）異議なしという発言でご

ざいますんで、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

願いします。（挙手全員）挙手全員であります。よって本件は原案のとおり承認するこ

とに決定をいたします。以上で 4 条の案件については終わります。いずれも本委員会の

意見を付して県の方に進達をいたしたいと思います。続いて農地法の第 5 条の規定によ

る許可申請書の案件について審議をしたいと思います。1 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 1 番を立証します。本件は所有権の移転です。調査は 6 月 28 日に行いま

した。譲受人は佐伯市蒲江大字楠本浦、○○さん夫婦、会社員、持分 2分の 1ずつです。

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 800ｍ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種農地です。佐伯市大字堅田字小泥谷○○番○、田、不耕作、

290 ㎡。転用目的は、申請人の○○さん夫婦が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

周りは住宅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ねがいします。以上です。

議 長：5 条の 1 番について 22 番の疋田委員の方から立証が終わりました。ここで質疑、意見が

ございましたら出してください。（異議なし、の声あり）異議なしの発言がございまし

たのでとりまとめたいと思います。本件に賛成される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 2番と 3番について、4番の髙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 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 6 月 27 日に行いまし

た。譲受人は、佐伯市鶴岡町、○○氏です。譲渡人は佐伯市鶴岡町、○○氏です。申請

農地の位置は、桝形地区の料理仕出し、味の白鷺さんから東に 20ｍのところにある農振

地域外の農地で、農地の区分は第 3 種、都市計画区域内の第 2 種住居地域です。佐伯市

鶴岡町 1 丁目○○番○、地目は田、現況は畑、地積は 219 ㎡です。転用の目的は、申請

人、譲受人が木造 2 階建て一般住宅を建築します。工事計画は許可あり次第着工し、平

成 27 年 12 月完成の予定です。申請目的の実現性は確実であり、転用面積、位置は適当

であります。用排水については、合併処理浄化槽を設置し道路の側溝に放流します。被

害防除については、盛土等は行わず、現状のまま利用し、周囲は宅地化が進んでおり、

特段支障はないと思います。水利権はありません。以上転用許可基準に照合した結果許

可相当思いますので皆様のご審議をお願いします。以上です。

議 長：5条の 2番についての立証が終わりました。質疑、意見がございましたら出してください。



（異議なし、の声あり）異議なしの発言がありました。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。続いて 3 番についての立証をお願い

いたします。

４番委員：先ほどの 2 番の関係の、進入路の関係であります。4番が 5条の 3番を立証します。本件

は所有権の移転です。調査は 6月 27 日に行いました。譲受人は佐伯市鶴岡町、○○さん。

譲渡人は佐伯市鶴岡町、○○さんです。申請農地の位置は、桝形地区の料理仕出し、味

の白鷺から東に 20ｍのところにある農振地域外の農地で、農地の区分は第 3 種、都市計

画内の第 2 種住居地域です。佐伯市鶴岡町 1 丁目○○番○、地目は田、現況は畑、地積

は 163 ㎡です。共有持分の 5 分の 1 の申請であります。転用の目的は、譲受人、○○氏

が、隣地に購入して建築する一般住宅の進入路として使用し、譲渡人、○○氏は隣接の

自己所有農地への進入路として使用します。工事計画は許可あり次第着工する予定です。

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、

自然流下いたします。被害防除については、周囲は宅地化が進んでおり、特段支障はな

いと思います。水利権はありません。以上転用許可基準に照合した結果、許可相当思い

ますので皆様のご審議をお願いいたします。よろしくお願いします。

議 長：5条の 3番についての立証が終わりました。本件について質疑、意見がありましたら出し

てください。はい。

８番委員：8番の後藤です。5 分の１は進入路ですから道路になると思いますけども、あとの 5分の

4 は○○さんがそのままお持ちになると思うんですが、○○さんは地目が田ですから、田

をもっちょると思うんで、本来なら 4 条で 5 分の 4 を進入路に変更する手続きが必要じ

ゃないんでしょうか。質問します。

事 務 局 ：事務局の方から回答させていただきます。この分も事前に県の方に照会をかけたのです

が、今後藤委員さんがおっしゃるように、持分としては○○さんが 5 分の 1 で、一般住宅

への進入路、そして 5分の 4 は譲渡人さん、おっしゃるように譲渡人さんが 5分の 4ので

すが、一本の道ですので 5条で申請してくださいというのが県の指導で、そして○○さん

の使用に関しては農地への進入路ですが、２ａ未満、200 ㎡未満ですので、農道として、

進入路として可能ですということで、一本の道ですので、一つの 5条申請でしなさいとい

う県の回答をいただいて、このような形の申請をご本人に伝えました。

34 番委員：このしが買いあげちょるんよ、163 を。

２番委員：5分の１が○○さんから○○さんに移ったわけでしょ。残りの 5分の 4 は法務局届だけで

済むはず。

事 務 局 ：進入路が農地への進入路なので、農道として使うとしても 200 ㎡未満なので、というよ



うな県の言葉でした。ですので持つことは可能です、ということなんですけど。

６番委員：ちょっといいですか。地図で 5 条と書いている間に空欄がありますね。赤く埋めたとこ

ろと。これはあれですか、○○さんが持っとるわけですか。持っとるならわかるんです

けど。

４番委員：そうです。周りは全部○○さんの土地です。

20 番委員：20 番の山本ですけど、ちょっとお尋ねします。まず 163 ㎡っていうのはこの地図の全体

の面積ですね。

４番委員：いえ、5 条の 2番ですね・・

20 番委員：いやいや、地図の○○-○の全体の面積が 163 ㎡ですか。

４番委員：そうです。

20 番委員：ですね。とすると許可証が○○さん、これ 163 ㎡の 5分の 1、許可証がいくわけ。

事 務 局 ：許可証、県が出すときの許可証としては 163 の 5 分の 1、32.6 とかそういう書き方はし

なくて、（5分の 1）とか（5 分の 4）というような表記をしています。そして 2人あれば

2 枚別の許可証になってます。

20 番委員：だから 163 ㎡が全部でしょ。そのうちの 5 分の１しかここ出てないんよな。そうすると

163 ㎡が転用される訳やろ、全部。ほんなら他の○○さんが転用にいくわけ。ほんなら次

はもう許可なんかいらんわな。次残りの分譲をしたときに、また 5 分の１ずつするわな。

そん時はもう転用の許可なんかいらんわけやね。

事 務 局 ：農地じゃなくなってるので、転用許可は・・。

20 番委員：農地じゃなくなってるってことは、さっき後藤さんが言よったようにな、本人は何にも

申請は出さんで、転用ができるわけ。そこんとこをお尋ねしたいんよ。確かに○○さん

は出とる。だけど残りの土地は○○さんの名義になるわけやろ。これ何も転用の届出も

出さんで、転用ができるんですか。そこをお尋ねしたいです。○○さんが転用して、今

度売買で 5分の 1ずつやるんならわかるわけよ。5分の 1の転用はいいけど、ほんなら 5

分の 4はどげえなっとるんってこと。

事 務 局 ：今回の場合は 5 分の 4 が○○さん、地主さんの持分ですので・・。

20 番委員：それはわかる、わかるけど、転用何もかけんで、本人は転用も何もかけんでなるのって



言よるの。

事 務 局 ：その部分は、その持分に関しては、農道が 200 ㎡未満で、農道であれば農地のままで 200

㎡未満っていうことで、使える面積ですのでと聞いたのですが。

議 長：今事務局から説明しているのはですね、施行規則の中に 200 ㎡未満であればですね、届

出で農地のまま利用できるという規定があるんですね。それを言うんじゃないかと思う

んですね。残った部分については 200 ㎡未満だから届出でだけでいいですよと。

６番委員：私ちょっと不思議に思うのがですね、5 分の 1持分なんですけど、この 163 ㎡全部の 5分

の 1 っていうことで、残りの 5 分の 4 も進入路として申請しないとですね、おかしいん

じゃないかと思うんですよ。線引いてそこでどうっていうんじゃなくて、全体の権利が 5

分の 1ですから。あとの 5分の 4も○○さんが道路として申請すべきだと私は思います。

農地を持ってるから農道として認めるって言よるけど、権利的には 5 分の 4 は農道で、5

分の１だけ道路っていうのはおかしんじゃないでしょうか。そこのところは司法書士と

相談した方がいいと思いますよ。司法書士じゃなくても土地家屋調査士でもいいと思い

ます。

４番委員：私はですね、先ほど事務局の方がおっしゃたのが、今回地積が 163 ㎡ですので、200 ㎡以

下は農地のままいかれるっていうことで、○○さんと今度買われる○○さんが 5 分の 1

ということで、これは恐らく所有権移転だけでですね、地目変更は伴わないと思うんで

すね。163 ㎡は、登記上は田でいく、持分が○○さんが 5分の 4、今回買われる○○さん

が 5 分の 1 ということで、地目の変更は 200 ㎡以下という関係でしなくていいという県

の見解ではないかと私は思うんですが。

34 番委員：34 番です。5分の１と 5 分の４っていうのは登記するんですかね。

４番委員：共有持分でする・・。

34 番委員：登記はするんですか。163 はこの人が全部買いあげちょるんやねえん。１６３㎡この人

が進入路で買うてやるけど、あと 5 分の 4 っていうのは 2 人の話し合いの中のじゃねえ

んかな。登記するんなら、さっき皆さんが言いよるとおりの話ですけど。

６番委員：譲受人の○○さんが農地をたくさん持っとるわけですか。農地として買えるだけの。農

地として買えればいいんですけど。

議 長：事務局、この申請はあれかな。本人の申請ですか。土地家屋調査士。代理人が持ってき

たんですか。

事 務 局 ：代理人です。



３番委員：使用目的が進入路っていうことになってれば、当然、5条ないし 4条で、地目を道路とか

にすべきだと思うんです。だから順序としたら○○さんが進入路っていうか道路で変換

して、道路になって登記で 5 分の 1、5分の 4をするか、そういう方法もあるんじゃなか

ろうかなと。それかここで 5 分の 1 を○○さんにして、あと 5 分の 4 を 4 条として、○

○さんが申請をするかという方法もあるんじゃろうと思いますけど。先ほど佐脇さんの

言われた話では、このまま農地に繋がってる道路なので、200 ㎡以下は農道として使える

ということで、だから変更しなくても農道（進入路）として 5 分の 1 分を○○さんが持

って、5分の 4 を農地であるので○○さんが持てるという結果なんですよね。ところがも

しも今度、白地の部分を宅地として売る場合には、今度農地として、農道として通用す

るんかなという懸念はあるんですけど。どうなんですかね。今からこういうことも出て

くる可能性はあると思いますが。200 ㎡以上だったら、何らかの措置を取らないけんわけ

でしょ。これ、転用することは問題ないんですけど、テクニックはちょっと違うかなと

思います。

６番委員：私のこれ考えですけど、恐らく 5 分の 1 ということは残りのですね、進入路についてる

農道、農地も将来的には売る計画があるからしとったと思うんですよ。そしたら本来な

らですね、○○さんがこの○○-○全部を 4条申請で道路に変えてですね、そして 5分の

1 だけ権利を変えて所有権移転すればですね、権利を 5 分の１だけ○○さんに普通はする

んですけど。ちょっとやり方が私おかしいと思うんですよ。そうしないとあとの残りの 5

分の 4 の権利だけですね、農地で持っとくっていうのはちょっとおかしんじゃないかと

思うよ。同じ道路で 5分の 1 の権利を譲るっていうのはわかるんですけど、農地の中の 5

分の 1だけ道路として譲るっていうのはちょっとおかしいと思うんよな。

３番委員：この件についてですね、この件の申請の仕方で残りが農道じゃなくて、道路として登記

ができれば全然問題がないと思うんですけど。それできるんですか。農道っていう考え

方しとるんやけど。ここ 163 ㎡の転用が出とるんで、163 ㎡分を道路として転用できて、

5 分の 1とかってなれば問題ないですけど。それはできないんでしょ。できませんか。

25 番委員：ちょっと私考え方違うんですけどね、多分登記はこれ、一般道ですると思います。その

場合はもう 1筆を何分の 1、何分の１の持分です。だから○○さんかな、この人は農地を

持っとるんで、登記はしないんだけど、農道ということで使えるんでいいですよという

ことで、要するに早い話が、○○さんはこれで、農業委員会に申請はしなくても、登記

の段階で持分が一般道として 2 人に分かれるということになると思います。だからこの

申請 163 ㎡はこの 1回の農業委員会の申請で済むと思います、私は。

６番委員：それは今のは違うと思います。本来なら○○さんがこの 1 筆を全部して、権利だけです

ね、農地をはずされたあとするべきだと思うんです、権利を。そうしないとあとの 5 分

の 4、また買うたんびにですね、5 分の１、5 分の 1 ずつ同じように手続きをせんといけ

んかなと思いますけど。ちょっとこれは法務局かなんかに聞いた方がいいと思いますよ。



20 番委員：再度お尋ねします。まず 163 ㎡っていうのは、今の図面の道路位置の面積全部。いわゆ

るここにあがっとるのは、その持分の 5 分の 1 と。持分の 5 分の 1 にしとるっていうこ

とは、恐らくこの農地を 5 つに分けて売るつもりやと思うんよな。だから 5 分の 1 にし

とると思うんよ。全部をうまってしまったら農地じゃなくなるんで。じゃあそん時に農

道なんてどうなるん。

14 番委員：そん時は道よ、道。

20 番委員：いや、それを今までのあれからいったら、始末書書いてから皆 5 条申請とか何とか書き

よるわけやろ。そうでしょ。

２番委員：それは始末書いらん。

20 番委員：農地まま残っちょんやん。

２番委員：農地やけども、登記としたら農道じゃなくて一般道にするわけやな。で、そん時の今日

の日付と、あれはちゃんと出したら、今度そこを宅地にするとは思わんけど、進入路と

していくやろうけど、多分そういう状態で申請があがっとるから、そのまま使える。だ

から登記としては一般道。

20 番委員：やけど、ここで 163 ㎡がもうとにかく、このままいったらとおるんやろ。とおるんなら

あと関係ないんやろ。

２番委員：あとの 5 分の 4っていうのは、今度隣接する住宅の人たちに 5分の２、5 分の 1 かなんか

知らんけど、分けて。

20 番委員：そん時はもう委員会にかける必要なないっていうことやろ。私はまだちょっと心配なの

は、そのようわからんのが、要するにここででとるのは 163 ㎡のうちの 5分の 1、5 分の

１は私さっき聞いたように許可証がいくんやろ。あとは誰にいくん。いくん、いかんの。

あとの５分の４は。

２７番委員：○○さんやろ。

２０番委員：いや、○○さんやけど、○○さんに許可証がいくわけ。

２７番委員：○○さんはそのまんまよ。

２０番委員：じゃけえ、そのまんまってことは、まだ残ったまんまだからな、あともうかけんでも

いいなんてことはないんやろ。



６番委員：これはですね、権利書はですね、５分の１やったら○○さんにはいきませんよ。権利書

はあくまで○○さんです。権利書は一個しかないんです。一個の物件で権利が 5 分の 1

けもですね、権利書は一つなんです。5分の 1だけの権利書じゃないんですよ。1 筆の権

利書は恐らく○○さんがまだ持ってると思います。○○-○の権利書一通です。5 分の１

の権利書なんてありませんので。おかしいと思います。もしあれしたら農地のままで本

人が使うことなると思いますけどね。5 分の 1 だけ農地が道路に変わるなんてことはない

と思います。

２番委員：いや、あるわ。うちの娘の家が全部で持分 8 分の 1 か、今調べたらわかるけど、皆１ｍ

ずつ持分あります。

６番委員：分筆すればあります。

２番委員：いや、分筆してない。道路としてそのまま使ってます。で、登記は持分ってなってます。

３番委員：すいません、桑原ですが。ちょっと違和感があるんですけど、この申請は○○さんが申

請人になってるでしょ。○○さんが 163 ㎡を道路用地として転用したいっていう申請で

あって、あくまでも譲受人がそのうちの 5 分の 1 を所有したいということやと思うんで

す。そうだと、もちろん先ほどあった農道とかいうんじゃなくて、そのまま道路として

我々が認めるかどうかが問題で、あと所有権はそれぞれ 5分の 4が○○さんであって、5

分の１がってなるんですけども、私はちょっと違和感があるんです。これ 4 条の方がい

いような感じ。自分の土地を進入路として申請する方が何かいいんじゃないかなあとい

うような気はします。以上です。

27 番委員：この 163 ㎡で、○○-○っていうこの中が、将来の建つ予定の○○さんが下側にある白地

の全体の、４ｍなら４ｍの建築基準法に認められる道路のくくりだと判断されます。そ

うするとその内の 5 分の 1、まあ４ｍのくくりの時は約 80cm ですが、その分筆された土

地が○○さんの所有権、そしてあとの３ｍ20 のくくりは道路敷きに残って、○○さんが

そのまま持っちょって、後日これを売るときに、もう道路敷きになっておるから、まあ

始末書出すんか、今度ここを買いに来た人にこういうことで売ると思うんで、今回のは

時間かけて協議していいと思うんですが、これは所有権者が○○さんですから、今回○

○さんに 80cm ほどの幅の道路敷きがいくという、そういう、平口で言えば、と思います。

３番委員：だから問題は、事務局の方がですね、この申請で全部の面積が道路として登記できるか

どうかですよ。そうすれば何も問題ないでしょ。だから 5分の 1分転用して、5分の 4は

先ほどのように何か農道として残るんだとかいうことじゃなくて、全部が道路として転

用できると言えば何も問題ないでしょ。

議 長：だいたいこの案件についてですね、色々ご意見が出されております。恐らく許可証はで



すね、163 ㎡の許可証になると思うんです。今度は中の権利の問題になってくるんじゃな

いかなと、持分ですか。共有持分のいわゆる 163 ㎡の中の持分ですか、これが一応権利

としての登記をするんじゃないかなと私は思うんですが、一応許可としては○○-○の

163 ㎡の許可ということで。恐らく出ると思いますので、あと今度登記をする段階でです

ね、持分登記をするんじゃないかなと思うんですが、当然所有権としてはこの分だけ残

るかなと、○○さんの方にですね。これ法的にですね、問題なければですね、ここで承

認をとって、色々言うても県の方に諮問をする案件なんですが、うちの委員会としては

ですね、法的に問題なければですね、承認をいただければと思うんですが。いいですか

ね。

６番委員：今会長がおっしゃるんだったらですね、全部○○さんが 4 条申請をすべきだと私は思い

ます。それでその内の権利 5 分の 1 をですね、○○さんに譲るのはいいんですけど。今

の会長の説明ではちょっと私は納得できません。○○さんが全部 4 条申請して、その後

で、道路になったあとで 5 分の 1 だけ権利をですね、○○さんに譲るっていうんだった

ら私は納得します。

議 長：今意見があったんですが、5 条じゃなくて、4条で地目の変更ですか、所有権移転を伴わ

ない地目変更、進入路、道路用地として申請をやり変えると。

３番委員：申請し直すとなるとまた時間がかかります。この人の建設計画もまた違ってくると思い

ますので、事務局の方から答えてください。先ほどから言ってましたが。5条はこの申請

で、残りの土地も、163 ㎡が道路に地目が変わるということになれば、これで私はいいと

思うんですけど。その辺の返事をはっきりせんから、農道とか何とかじゃなくて、道路

として地目が変わるかどうか。

事 務 局 ：道路として地目が変わると聞いております。

議 長：それじゃあですね。はい、どうぞ。

36 番委員：持分 5 分の１と書いた理由は何ですか。それだったら、佐脇さんの説明だったら持分 5

分の１ってせんで・・。持分 5 分の１って書いたのは、何か○○さんの方からそれを是

非入れてくださいとか何とか、○○さんが権利を主張したからそういう風に書いたんで

すか。

事 務 局 ：申請時に聞き取りで聞いた限りでは、持分に応じて税金もかかるから、税金がその人一

人だけにいくのも、っていうのと、そして持分は 5分の１でも 5分の 3でも、その道路全

体を使う権利は持てるので、5分の 1にしたというように聞きました。

議 長：今事務局の方が言われるように、163 ㎡をですね、全体が地目が変わるということです。

時間も下がってきてますのでですね、ここで決定をしたうえでですね、県の方にあがっ



ていきますのでですね、またそこで、先ほどから出ております、言われるような意見が

出るかとは思うんですが、ここの委員会でですね、決定をしたいと思うんですがよろし

いでしょうか。いいですかね。（はい、の声あり）この案件についてこのままですね、

適当と認めるかですね、適当と認められる委員の挙手をお願いしたいと思います。

議 長：事務局の方で確認してください。それではですね、私の方で判断をしたいと思います。

何名ですか。

事 務 局 ：23 人です。

議 長：23 人ですか。それではですね、挙手多数ということで、承認することに決定をいたした

いと思います。その旨で意見を付して進達をいたしたいと思います。ありがとうござい

ました。

４番委員：私のとこのあれでございますので、こういう件がですね、今後出てこうと思いますので、

私もこの申請をした司法書士さんですか、に確認して次回に報告をいたしたいと思いま

すのでね、法的に問題ないのか、法的に問題があれば県で通らないと思いますので。そ

こら辺り勉強して、次回報告したいと思います。どうもよろしくお願いします。

議 長：はい、ありがとうございました。それでは次に移りたいと思います。5 条の 4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。松下委員の方からは 4 番と 8 番につ

いて立証をお願いいたします

15 番委員：15 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 6 月 26 日に行いま

した。譲渡人は、佐伯市長島町に在住の○○氏、82 歳です。譲受人は、○○○○○○○

○株式会社、代表取締役、○○氏、57 歳です。転用の目的は、譲受人の現在の事務所は

商業店舗内、場所は佐伯市中の島です。この駐車場の一角にあり車の出入り等が多く、

事務所位置も奥に立地しているため視認性も低いことなどにより移転を考えた結果、申

請地に木造平屋建ての旅行代理店事務所を建築し、併せて駐車場用地として購入して使

用する計画です。申請地の位置は、常盤女島線を女島方向に向かい、大分信用金庫渡町

代支店前を右折して 150ｍ行ったところの右側に位置しています。申請地は、佐伯市長島

町一丁目、地番は○○番○、登記地目は畑、現況も畑で地積は 322 ㎡です。農地の区分

については、農振地域外の農地で第 3 種農地です。第二種住居地域に該当します。工事

計画は、許可があり次第平成 27 年 8 月 10 日に着工、12 月 31 日完工の予定で、平面図、

配置図から判断すると、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、公共下水に接続し、雨水については被害のないように注意しま

す。被害防除については、北側及び東側は宅地、南側は道路、西側は譲渡人の畑で被害

は予想されません。隣接地との境界はコンクリートブロックで施工します。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： 5 条の 4 番について、15 番の松下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

がございましたんで、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。よって本件については原

案どおり承認することに決定をいたします。続いて 8 番について続けて松下委員の方か

ら立証をお願いいたします。

15 番委員：15 番が 5 条の 8 を立証します。本件は所有権の移転です。調査は 6 月 26 日に行いまし

た。譲渡人は、佐伯市女島区に在住の○○氏、84 歳です。譲受人は、佐伯市新女島区に

在住の○○氏、30 歳です。転用の目的は、申請人が木造 2 階建て一般住宅を建築する為

です。盛土等は行わず、現状のまま利用します。申請地の位置は、中江川に架かる眺め

橋を渡り、南に 170ｍ行った右側に位置しています。申請地は、佐伯市字女島○○番○、

登記地目は畑、現況は荒地です。地積は 330 ㎡です。農地の区分につきましては、農振

地域外の農地、農地の区分は第 3 種農地で第二種住居地域に該当します。工事計画は、

許可あり次第、平成 27 年 8 月 10 日に着工し、12 月 30 日完工の予定で、配置図、平面図

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。排水については公共下水へ接続します。隣接地との境界については、土留工事、

ブロック塀を施工します。被害防除については、南側は宅地、北側は排水路、東側は市

道、西側は宅地で何ら被害は予想されません。水利権については塩屋土地改良組合の合

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、許可相当と思われ

ますので、ご審議のほどお願いします。

議 長：5 条の 8 番について 15 番の松下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

言でございますので、採決をいたしたいと思います。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、ありがとうございます。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、5 条の 5 番について 17 番の矢野輝人委員の方から立証をお願いします。

17 番委員：17 番が 5 条の 5 番を立証します。本件は所有権の移転です。調査は 6 月 29 日に行いま

した。譲受人ですけども、弥生の上小倉に住んでる○○さんです。無職です。譲渡人の

方も同じ地区、隣みたいなもんですけども、近所に住んでる○○さん、無職です。両者

は親子関係です。申請農地の位置は、県道三重・弥生線を弥生振興局から本匠方面に約

200ｍくらい進んで、市道を北の方、つまり上野小学校の方に入っていきます。入って約

500ｍ程の右手にある農振地域外の農地で、農地の区分は第 2 種に該当します。農地の所

在地は、佐伯市弥生大字上小倉字椎ノ木○○番○で、地目は畑、現況は雑種地、地積は

60 ㎡です。転用の目的は、譲受人がすでに駐車場として利用しています。譲受人の土地

には駐車場がなく、自宅近くの申請地、つまりお母さんの土地ですよね、申請地を 3 年

程前からすでに駐車場として利用していました。最近になって農地法の転用許可が必要



なことを知り、今回始末書を添付して申請するものです。南側は市道で、周囲はすべて

宅地となっており、被害防除については何ら問題はありません。雨水については自然流

下します。また、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：5 条の 5 番について 17 番の矢野委員の方からの立証が終わりました。本件について、質

疑、意見がありましたら出していただきたいと思います。（異議なし、の声あり）異議

なしということであります。よって本件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）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、5 条の 6 番と 7 番について、24 番の山

口勝廣委員の方から立証をお願いします。

24 番委員：24 番が 5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、6月 25

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

小田、○○氏。申請農地の位置は、国道 10 号線、番匠交差点より 10ｍ位大分方面に行き、

右に入って 200ｍ位の奥に入って○○家の裏のところです。申請地の位置は、佐伯市弥生

大字小田字横枕○○番○、登記地目は田、現況は畑、面積は 111 ㎡。農振地域外の農地

で、農地の区分は第 2種に該当します。転用の目的は倉庫用地です。工事計画は許可後、

平成 27 年 10 月 1 日から平成 27 年 11 月 30 日頃までの予定です。申請の目的の実現性は

確実であり、転用面積と位置は適当であります。被害防除について、南側は住宅地で、

西側、北側は自宅、東側は道路で何ら被害はありません。排水はありません。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

審議をお願いいたします。

議 長：5 条の 6 番について 24 番の山口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。採決に移りたいと思います。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。続いて 7 番について立証をお願いします。

24 番委員：24 番が 5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、6月 25

日に行いました。譲渡人は、大阪府枚方市在住の○○氏。譲受人は、佐伯市弥生大字井

崎在住の○○氏。申請農地の位置は、県道門前弥生線、いやごえ坂を大分方面へ下って

200ｍのところ。エコセンター力南の裏側です。申請の位置は、佐伯市弥生大字井崎字渡

ノ元○○、登記地目は田、現況は荒地、面積は 2,362 ㎡、不耕作。農振地域外の農地で、

農地の区分は第 2 種に該当します。転用の目的は資材置場です。工事計画は許可後、平

成 27 年 8月 10 日から平成 27 年 9月 1日頃の完成予定です。申請の目的の実現性は確実

であり、転用面積と位置は適当であります。被害防除について、東側、西側、北側すべ

てエコセンター施設で、南側は道路、山林で何ら被害はありません。排水は浄化して排

水します。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



議をお願いいたします。

議 長：5条の 7番についての立証が終わりました。本件について、質疑、意見がございましたら

出してください。

３番委員：ちょっとお尋ねしますが、今回資材置場ということで 2,362 ㎡、非常に大きい面積です

が、○○さんのご商売とですね、で、なぜこんなに大きい面積がいるのかということと、

資材置場だとすれば、先ほど水処理が浄化して排水、普通の置場だけやと浄化する必要

はなく、自然流下でもいいんじゃなかろうかと思いますが、その辺のところをよろしく

お願いします。

24 番委員：産廃の水が出ては悪いから、浄化して排水をするっていうことで。

３番委員：多分私も産廃じゃなかろうかと思ったんですけども、産廃もやっぱり資材置場っていう

ことになるんですかね。

事 務 局 ：資材置場のことですかね、産業廃棄物が資材かということですよね。産業廃棄物とリサ

イクル資源が混ざって受け入れたものということですね、それを廃プラ類って言うそうで

すけど、廃プラ混合物とも言うということでした。リサイクル資源も混ざっている状態と

いうことで。

27 番委員：ちょっとお尋ねしますが、譲受人の住所はこれでいいんですか。確認しとりますか。

事 務 局 ：譲受人の住所ですか。佐伯市大字井崎○○番地○っていうの、そういうところに住居が

ありますか。

事 務 局 ：住民票のご住所がそのようになってるんですよ。住民票では確認してます。

27 番委員：ああ、そうなん。女島にお母さんたちと一緒に住んじょらんですか。

事 務 局 ：添付の住民票が、27 年 5月 12 日発行のなんです。申請から 3ヶ月以内ので受けて。

27 番委員：いい、いい。確認できらの。そらもう、ここで、周辺の人に大変迷惑をかけちょるから。

この土地を探しよって、佐伯市内で発生しても持って行き場がない、ようけられんよう

な状態になっちょった。いいですわ、出てきておれば。

３番委員：ちょっと事務局にお尋ねしますが、産廃処理場みたいな形ですね、資材置場っていうこ

とであっても。それはこの地域では許可が下りる施設なんですか。



事 務 局 ：この分は、県の許可が不要の利用計画ということは、県の方で確認しております。県の

産業廃棄物対策課の方で、最終処分場ではなく、ストックヤード、一時保管場所というこ

とで、それは県の産業廃棄物対策課の許可は不要案件と確認しました。

３番委員：はい、了解しました。

議 長：他にありませんか。いいですか。それでは質疑、意見を打ち切ります。採決をとりたい

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。（挙手多数）はい、

挙手多数であります。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す。時

間があまりないんですが、ここでちょっと休憩をとりたいと思います。5分間休憩で、40

分から始めたいと思います。

（5分休憩）

議 長：それではその他の方に入りたいと思います。1番の農用地の利用集積計画（案）について、

農林課の方からお願いいたします。

農 林 課 ：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。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 120 件となっています。あらかじ

め皆様にお配りしております計画（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 6年は、3筆、5,666

㎡。契約期間 10 年は、117 筆、132,851.28 ㎡。これらを合計すると、120 筆、138,517.28

㎡となっております。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おり

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：はい、農林課の方から説明が終わりました。本件について質疑がありましたら。

６番委員：次から小数点以下、はずして欲しいです。

農 林 課 ：そちらの方、簡単に説明します。10 年の詳細資料の№４に記しております。上から 5番

目辺りに 9.28 っていうのがあります。これはもう土地台帳をもとに引っ張りましたら、

9.28 ㎡でしたので、それで皆さんちょっと今回見にくいと思うんですが、小数点第 2位

まで。

３番委員：筆数に小数点以下がついてる・・。それを言よるんです。



農 林 課 ：わかりました。

議 長：他ございませんか。（なし、の声あり）それではですね、契約期間を満了した案件につ

いて説明お願いします。

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

り起こしを毎回お願いしているところでありますが、満期到来分者については、該当する

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

いたします。今回の書類の締切りは 7月 21 日の火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します。

議 長：それでは、それぞれですね、満期の到来の方の担当の委員さんにはよろしくお願いした

いと思います。それでは続いて、農用地の利用配分計画についてを、意見聴取ということ

で、お願いいたします。

農 林 課 ：皆さんこんにちは。佐伯市農林課の下川です。私の方からは、農用地利用配分計画につ

きまして、説明をさせていただきたいと思います。お手数をお掛けしますが、標題が、農

用地利用配分計画（案）なっているかと思います。その中にですね、1枚だけＡ4 の紙が

入っているかと思いますが、こちらの方は製本をし忘れまして別紙となっております。こ

の別紙の方を見ていただきたいと思いますが、こちらの方が今月分の集計表になっており

ます。今月の案件につきましては、27 年 9月 1日開始の分になります。契約期間が 10 年

ということで 113 筆、面積で 128,997.28 ㎡となっております。先ほど説明がありました

集積計画がですね、契約 10 年のものが 117 筆ありました。そのうちの 113 筆が農地中間

管理機構を通しての契約ということになっております。詳細につきましては 2ページ目か

ら 4ページ目に記載をしておりますので、各自ご確認をお願いしたいと思います。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。何かこれについて質疑がございましたら出してください。（あり

ません、の声あり）質問ないですか。それではですね、農用地の利用配分計画（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。

よって本計画案は承認をされました。

議 長：以上で農林課からの説明を終わります。それでは続いてですね、非農地証明願について、

事務局の方からの説明をお願いいたします。

事 務 局 ：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 25 日に 29 番の畠野巌委員

と事務局 2名で行いました。申請農地の位置は、佐伯市狩生にあります西上浦小学校から

東へ 80ｍ程行ったところにある農振地域外の農地です。佐伯市大字狩生字峰崎○○番○、

地目畑、地積 169 ㎡と同じく大字狩生字峰崎○○番○、地目畑、地積 151 ㎡です。所有

者は、佐伯市大字鶴望の○○氏です。耕作放棄された年月日は平成 2 年頃で、約 25 年程



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、進入路がないため

農機具の搬入ができず、年をとるにつれ耕作が困難になりました。また、山に隣接してい

る部分は形状が農地に適さず、また山影になるため耕作に適さ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：非農地証明願の 1 番について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。（ありません、の声あり）畠野委員の方から補足の説明、あります

か。

29 番委員：ありません。

議 長：失礼いたしました。それではないようにありますので、採決をいたしたいと思います。

非農地証明願の 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 1番については承認することに決定をいたします。続いて非

農地証明願の 2 番について。

事 務 局 ：非農地証明願 2 番について説明いたします。現地調査は 6月 25 日に 26 番の矢野弥平委

員と事務局 2名で行いました。申請農地の位置は、佐伯市宇目小野市にあります、県道小

野市重岡線と国道 326 号線の交差点を宮崎方面に 1.1 ㎞程行き左折、1.5 ㎞程上った山間

部にある農振地域内の農地です。佐伯市宇目大字小野市字木切畑○○番、地目畑、地積

14,265 ㎡と、同じく宇目大字小野市字木切畑○○番、地目畑、7,891 ㎡の 2筆です。所

有者は、佐伯市直川大字仁田原の○○氏です。耕作放棄された年月日は、平成 3年 5月頃

で、約 25 年経過しており、現状は原野となっています。耕作放棄された理由は、申請地

は山間部に位置しており利用するのが不便であることから放置したものです。今後は、現

状のままで利用する予定とのことです。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 2 番についての説明が終わりました。地元委員の矢野さん、何か補足があ

れば。

26 番委員：大変すいません。別に皆さん見たとおりでありますけど、経過報告を 1 点だけしときま

す。前回非農地証明いただいたところにつきましては、佐伯広域森林組合さんが、ここに

森林組合の買った木を、市がパンク寸前なんでここをお借りして利用させていただいてお

りますので、正直言って、こんな方法で使ってもらったらっていう、若干自分としては、

まあ農林業の関係で、安心というかほっとしているような状況です。まだこれはずっと続

くと思いまして、ほぼ将来いくんじゃないかなあという感じだと思います。まだはっきり



したこと言えませんけど、現状は今そういうような形で佐伯広域さんの方が利用して、大

変向こうも助かっております。そういう報告のみです。

議 長：はい、地元委員であります矢野委員の方からの補足の説明がございました。何かこの件

について、質疑、意見がございましたら。

27 番委員：これは 2､3 年前の委員会で保留とか何とかあったあの土地じゃないかと思うんですが。

平成 22 年かに公売か何かで買って、その時に農用地として作るという、国の補助が入っ

たその土地じゃないんですか。この前の時も、問題があった記憶があるんですが。それが

わかれば説明して欲しい。

議 長：農業委員の方からいいですか。

26 番委員：ここは一番古いことを言いますと、旧宇目町が蚕団地を作りまして、それを倒産しまし

て、当時の業者が買い取って、そこがまた倒産しまして、次にいった、競売にかかった土

地でございます。それはもう、前回の方たちと何年間か協議したそうです。自分知らなく

て、ちょっと入ったんですけど。前回、何人か委員長さんはじめ、うちの方に現地に視察

に来ていただきました。その時もどうしようもないなということで、前回 10 月ですかね、

許可をいただきました。その時に、あとこの分が残ってたそうです。それももう見てのと

おりの状況です。畑にならんということはありません。お金をいくら突っ込めばできます

が、しかし、今の状況じゃもう、見てのとおり、見た方はわかるんですけど、そういうと

ころです。私としては今森林組合さんがこの地元におりまして、パンクしよる時にそこを

借りて、組合の方ははっきり言って、林業課は助かっております。それは、これには全然

関係ないんですけど、ただ報告事項として、そういう風に思ってます。以上です。

27 番委員：矢野委員の説明でいいと思うんですが、私はまだ委員になって 4 年ですが、その時にす

ったもんだやりあって、そして一時保留で、全員がバスで行くかとか、行く必要があるん

かとかいうようなことで記憶があるんで、参考のために述べただけです。いいです。

議 長：今岩﨑委員の言われるようにですね、10 月くらいやったですかね、昨年の。保留になっ

ておりましたんで、全員で一つ見に行こうやということで提案をしたんですが、全員行っ

たってというようなことで、運営委員だけで確認をして判断をすればということで、運営

委員全員で、そして地元委員、行ってからですね、一応それぞれ現状を確認して非農地証

明を発行したところですが、それに隣接する土地になるんですかねえ、前回非農地証明を

発行した。

26 番委員：ここに図面が出てますけど、前回の分が灰色の点々の分ですね。赤の部分が今度ですか

ら、隣接というか中に道が入ってて、直結ではありませんけど、道を通しての隣接とお考

えいただければいいと思います。赤に全部道が入ってます。



議 長：そういうことなんですが、何か他にご意見ある方は。よろしいですか。（はい、の声あ

り）それでは採決といたしたいと思います。それではですね、非農地証明願の 2番につい

て承認をされる方の挙手をお願いいたします。（挙手全員）はい、挙手全員であります。

よって本件については非農地証明を承認をすることを決定いたします。続いて 3番につい

てお願いいたします。

事 務 局：非農地証明願 3番について説明いたします。現地調査は 6月 26 日に 10 番の白田一男委

員と事務局 2名で行いました。申請農地の位置は、国道 217 号線の津井バス停より北へ

約 200ｍ程行った山間部にあります。佐伯市上浦大字津井浦字網代道○○番○、地目畑、

地積 1,263 ㎡です。所有者は、大分市大字森町の○○氏です。耕作放棄された年月日は、

昭和 50 年頃で、約 40 年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、申請地は以前はミカンを栽培していましたが、耕作者の高齢化、また後継者もいな

いため放置したものです。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：地元委員から補足説明がございましたら。

10 番委員：別にございません。事務局のとおりでございます。

議 長：それではですね、非農地証明願の 3 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）それでは 3 番について採決いたしたいと思います。本件

について承認をされる方の挙手をお願いいたします。（挙手全員）はい、ありがとうご

ざいました。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。続きまして 4番について事務局。

事 務 局：非農地証明願 4番から 7番は近隣にあり関連がありますので、一括して説明いたします。

現地調査は、6月 26 日に 23 番の谷川享宏委員と事務局２名で行いました。非農地証明願

４番から７番の申請農地の位置は、佐伯市蒲江大字蒲江浦にあります。国道 388 号線の

小蒲江バス停から猪串浦方面に300ｍから 400ｍ程行った海沿いの山間部にある農振地域

外の農地です。少し距離は離れていますが、隣接した同じような状況の農地ですので４

件を合わせて説明いたします。地目はいずれも畑で、現況は山林や原野です。まず地番

等は、4番については、佐伯市蒲江大字蒲江浦字田ノ浦○○番、地目畑、98 ㎡。所有者

は、佐伯市蒲江大字蒲江浦の○○氏です。そして 5 番は、同じく蒲江浦字泥リ水○○番、

地目畑、198 ㎡で、所有者は同じく蒲江浦の○○氏です。そして非農地証明願 6番の農地

は、蒲江浦字泥リ水○○番、134 ㎡と○○番、217 ㎡、そして字が変わって田ノ浦○○

番○の 28 ㎡、同じく字田ノ浦○○番、139 ㎡、同じく田ノ浦○○番○、257 ㎡です。所

有者は蒲江浦の○○氏です。同じ名字ですが、それぞれ申請番号毎に違う方です。そし

て 7番は、同じく蒲江浦字田ノ浦○○番、59 ㎡と、同じく字田ノ浦○○番、27 ㎡で、



この分も同じく蒲江浦の○○氏ですが、この分は名字は同じでも申請毎に所有者は異な

っております。いずれも耕作放棄された年月日は昭和５７年頃で、約 32 年経過していま

す。耕作放棄された理由は、耕作者もなく、山林となってしまい放置した、耕作者もな

く、畑として耕作不向きであるため放置した、原野となってしまい放置した、畑として

耕作できず荒地となってしまい放置した、という似通った事情によります。４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４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：非農地証明願の 4 番、5番、6番、7番まで事務局の方からの説明がありました。ここで

地元委員から何か補足の説明があれば。

23 番委員：6 番の非農地証明の名前はですね、○○と事務局は言いましたけど、○○です。他に別

にありません。

事 務 局：すいません。

議 長：それではですね、一括して、4番から 7 番まで、何か質疑、意見がありましたら。（異議

なし、の声あり）異議なしということであります。あ、ありますか。

14 番委員：非農地がぽつんぽつんあるんですが、隣接地の土地に迷惑はかけちょらせんの。

23 番委員：これはなあ、他のところは使ってない、山とか原野なんですよ。

14 番委員：周囲。ほんなら周囲のしは畑で耕作しちょるっていう訳やないん。

23 番委員：畑で耕作してない。

14 番委員：はい、わかりました。

議 長：よろしいですか。他にないですかね。それでは、ないようにありますので採決いたした

いと思います。一括して採決いたします。4番から 7番まで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 8番、9番、10 番、11 番、12 番を説明お願いしま

す。

事 務 局：これも 8番から 12 番、関連がありますので一括して説明いたします。この５件の申請農

地は前回第６回の農業委員会総会において非農地であるとの承認がなされた弥生大字門

田番匠地域の農地の間に位置しており、農道を挟んで一連の農地ですので５件を合わせ



て説明いたします。現地調査は、6月 24 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５件とも、弥生地区の番匠大橋を渡り宮崎方面に 150 m 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。いずれも地目は畑、現況は原野です。非農地証明願８番の申請農地は、

佐伯市弥生大字門田字下番匠○○番○、地積 149 ㎡と、同じく字下番匠○○番○、680 ㎡

の 2筆です。所有者は、佐伯市弥生大字門田の○○氏です。９番の申請農地は、同じく

弥生大字門田字下番匠○○番、3,045 ㎡、所有者は、弥生大字江良の○○氏です。10 番

の申請農地は弥生大字門田字下番匠○○番○、363 ㎡です。所有者は同じく弥生大字門田

の○○氏です。11 番の申請農地は弥生大字門田字下番匠○○番○、1,213 ㎡です。所有

者は弥生大字門田の○○氏です。12 番の申請農地は弥生大字門田字番匠○○番、529 ㎡

です。所有者は弥生大字門田の○○氏です。耕作放棄された年月日は８番と９番は昭和

40 年頃で、約 50 年経過しています。10 番から 12 番は平成元年頃で、約 27 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。耕作放棄された年月日は異なっていますが非農地証明願 8番から 12

番の農地は、大きな雑木と竹や草が生い茂って既に畑の形状はなく山林化しております。

以上の証明願５件の農地は、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。

この証明願５件の農地は、今までの案件と同じようにすべて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：今事務局から説明が終わりましたが、これから審議に入りたいと思うんですが、12 番の

案件については、委員本人の案件でありますので、農業委員会法規則の 10 条の規定によ

りですね、退席をお願いしたいと思います。それではですね、8番から 12 番まで、何か

意見、質疑がございましたら、出していただきたいと思います。地元委員さん、補足の

説明がございますか。

25 番委員：特にありませんけど、前回も申し上げましたように、先ほどの説明にもありましたが、

獣害の常襲地域です。もちろん水害の常襲地域でもありますが。立ち会いで行ったとき

も、足下しっかり見て行かんと・・・。そういうことでよろしくお願いします。

議 長：他、質疑、意見がありましたら。（異議なし、の声あり）ないということでありますの

で、これより採決をいたしたいと思います。非農地証明願、8番、9番、10 番、11 番、

12 番、これ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）はい、挙手

全員であります。よって 8番から 12 番までを承認することに決定をいたします。○○

委員の方に入っていただいて。

（○○委員着席）

事 務 局：会長、審議終わったら追加でよろしいでしょうか。前回の分の報告がありますが。



議 長：提案してください。

事 務 局：前回第６回の非農地証明願の中の「佐伯市弥生大字門田字番匠○○番○」の取り下げ願

が提出され非農地証明を取り消しましたので報告します。所有者が○○○○さんの分で

す。お願いします。

議 長：よろしいでしょうか。取消しについて採決をいたしたいと思います。 提案がありました

取下げ書が出された件についての証明願の取消しということで、異議のない方は挙手を

お願いします。はい、挙手全員であります。よってそういう風に決定をいたします。以

上で非農地証明願については終わります。続いてですね、「平成 28 年度県農政施策に関

する建議」の意見・提言について、事務局から提案をお願いします。

事 務 局：それでは、先日お送りいたしました、平成 28 年度県農政施策に関する建議の意見、提言

という分をご覧いただきたいという風に思います。先般 5名の委員さんから 10 項目の意

見・提言をいただきました。その中で、6月 23 日に運営委員会を開催しまして、一部委

員さんからご提言いただきました項目、有害鳥獣対策については 2名の委員さんからご

提言いただいておりましたので、同じ項目ということでまとめさせていただきました。

それで最終的に 5名の委員さんから 9項目の提言をいただいたというような形でありま

す。それで、まあ本日農業委員会の中で承認をいただければ、こういった形で県の農業

会議の方に進達をさせていただければという風に思っております。提言をいただいた委

員さん、ありがとうございました。それで、先般お送りしました中には、どの委員さん

が提言を提出していただいたかということで、委員さんのお名前を記載いたしておりま

すが、最終的に県の農業会議に進達する段階では、佐伯市農業委員会からの提言という

ことになりますので、ここのところの委員さんの名前のところは削除いたしまして、委

員会の意見・提言ということで進達をさせていただきたいと思っております。以上でご

ざいます。よろしくお願いします。

議 長：今事務局の方からの説明で、事前に皆さんには原案の方をお送りしていましたので、こ

の提言を県の方に提出をするということでよろしいでしょうか。了承を得られる方は挙

手をお願いします。はい、ありがとうございました。この原案で県の方に提出をいたし

たいと思います。ありがとうございました。それでは、続いて「平成 28 年度の佐伯市農

政施策に関する建議」について。

事 務 局：それではお手元の「平成 28 年度佐伯市農政施策に関する建議」の意見・提言についての

分をご覧いただきたいという風に思います。先般、県の提言をいただきましたが、今回は

市の農政施策に関する建議ということでございます。作成にあたりましては、農業委員は

もとより、各地区の農家の方々にも聴取を行っていただきまして、委員一人 1項目以上の

提出をお願いいたします。県の建議につきましては 5名の委員さんからという提出状況で

ありましたので、市の農政施策に関する建議につきましては、より多くの委員さんから提



出をいただきますようによろしくお願いいたします。それで、提出期限につきましては、

来月 8月 4日の農業委員会までというように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、用紙につきましては 1枚しかつけておりませんので、不足す

る委員さん、ご一報いただければすぐお送りいたしますのでよろしくお願いいたします。

議 長：これも毎年市の方に提言、建議をしておりますので、今年も是非多くの提言をお願いい

たしたいという風に思っております。どんなことでもですね、地域の農業の発展につな

がるようなことであれば、まあしていただきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。何かこれについて質疑がありますかね。

29 番委員：県の分と同じでもいいんかな。これ以上ないで。

事 務 局：そうですね。

議 長：また書いていただければ、運営委員会の中で検討して整理をしていきたいと思います。

できるだけ出していただきたい。

５番委員：私 6 人の方から書いていただいたんですけど、書いてくれた人が皆、口を揃えて言うに

は、書いて提出してですね、これを実行してもらえますか、ってことです。

議 長：提言していただいた分については、県についてした分には県の方から回答がきておりま

す。それから市の建議についても市の方から、出された案件についての回答ですね、出

していただいてますので。他に何かないですかね。はい、それではですね、提出期限等

確認してやっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。次にですね、報

告、連絡事項がありましたら。

事 務 局：よろしいでしょうか。それでは 4 番の報告及び連絡事項のですね、平成 27 年度佐伯市農

業委員会県外視察研修について、説明させていただきたいと思います。県外研修の期日

につきましては、先般の農業委員会でお知らせをいたしておりましたが、8月 26 日、

27 日の二日間でございます。少し行程を計画いたしましたので、簡単にご説明いたしま

す。朝 6 時半に佐伯市鶴岡西町、先般農業委員さんの方から集合場所が消防本部の横が

いいという要望をいただきましたので、今回消防本部の西側駐車場に集合いただきまし

て、出発をしたいと思います。臼杵からフェリーに乗りまして、八幡浜、それから四国

に渡りまして、午後、三豊市の農業委員会の方に視察に伺いたいといような予定といた

しております。それから、宿がですね、高松に行くか、松山に戻らなければ確保できそ

うにありませんので、松山市内の宿泊先、ビジネスホテルを予約をしてまいりたいとい

う予定をいたしております。それから次の日につきましては、ホテルを出発しまして、

松山城、内子に行きまして、午後の便で、臼杵、佐伯の方に帰って参りたいというよう

な行程でございます。また、連絡事項としまして、先般の 23 日に開催しました運営委員



会の中で、ちょうど 8 月の下旬といいますと台風のシーズンでもございます。で、台風

の接近等によりましてフェリーが欠航する場合には、この計画の県外研修は中止をしま

して、改めて実施時期、視察先の検討を行って参りたいという風に予定をいたしており

ますのでよろしくお願いいたします。それから本日のお手元の県外研修の資料の 2 枚目

にですね、これまでに県外視察研修出欠確認表ということで、委員さんからちょっと諸

用で出席できないという連絡を受けた方、また出席をしますという連絡を受けた方につ

きましては一覧表にまとめております。それで、今まとめております以外にですね、都

合により今回出席できないという委員さんがございましたら、この場で連絡をいただけ

ればというように思っております。よろしくお願いします。

議 長：この件について何か、お聞きになりたいことがありましたら。よろしいですか。次の議

題の説明をお願いします。

事 務 局：報告事項の 2 番目の、平成 27 年度市町村農業委員等の公務災害補償制度への加入という

ことで、お手元の資料をご覧いただきたいと思います。この制度は全国農業会議所を保

険契約者としまして、農業委員等を被保険者とする団体契約で、公務中の事故による通

院等を補償するものでございます。保険の内容、補償の内容につきましてはお手元のパ

ンフレットをご覧いただきたいと思います。昨年度も加入しておりますので、引き続き

本年度もＡ型 3 口で加入手続きを行いたいという風に思っております。保険料は 8 月の

委員報酬から引き去りをさせて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：何かこの件についてございませんか。（ありません、異議なし、の声あり）それでは加

入をするということで確認をしておきたいと思います。それでは次の議第で。

事 務 局：ちょっとすいません。農林課の中村の方から先ほどお配りした書類について説明がござ

います。

農 林 課 ：すいません。農林課、中村です。先ほど利用権の集積計画の中で、10 年の分で 1筆漏れ

がございました。大変申し訳ございません。先ほど訂正版お配りしましたので、差し替

えの方をよろしくお願いするとともにですね、この分でご審議をいただくような形に代

えさせていただければと思います。すいません、よろしくお願いいたします。

議 長：今説明がありましたように、差し替えということで、特に意見ございませんか。（異議

なし、の声あり）これで承認をしたということでよろしゅうございますか。（はい、の

声あり）

農 林 課 ：ありがとうございます。すいません。

議 長：次に局長の方から。



事務局長：それでは、もう一つ報告がございまして、長崎県の諫早市の農業委員会が、佐伯市の方

に、7月 30 日視察に見えられます。対応は、会長と事務局の方で行います。一応報告を

しておきます。それでは、長時間ご苦労様でございました。次回の開催日は 8 月 4 日の

火曜日、午後 2 時からこの場所、市役所 6 階、第 2 委員会室で開催します。閉会の挨拶

を副会長からお願いします。

会 長：大変私失礼をしました、挨拶の中でお知らせをせんといけんかったんですが、テレビ或

いは新聞でご承知と思うんですが、田嶋義生委員とですね、矢野誠一委員が椎茸生産の

会場でですね、農林水産大臣賞ですね、をいただいております。大変おめでとうござい

ます。（拍手）それと疋田洋委員がですね、農業共済の方でですね、長年評価委員をで

すね、聞きますと 30 年程されておるということで、非常に長い間されてということで、

これも農業共済の方からですね、表彰を受けられております。おめでとうございました。

（拍手）どうも失礼をいたしました。

37 番委員：本当、2時から始まって、5 時半を過ぎました。長時間お疲れ様でした。これで第 7回委

員会を終わります。

（１7時 4０分閉会）


